
令和３年度 第１学期 研究室ゼミ＜技術文献リサーチ A・B(学部)/素材生産科学セミナーⅠ･Ⅱ(大学院)/材料生産システム特定研究Ⅰ･Ⅱ(大学院)＞2021/04/01 版 

［日時］月曜 09 時 30 分・水曜 09 時 30 分［場所］三上教員室またはオンライン／［課題図書］J.W.Mullin, Crystallization 4th Ed.,Butterworth Heinemann (2001) 
日時 発表者 講義内容 

04/01(木)11 時 zoom 三上 貴司 研究室のめあて、研究室のルール、研究方針、研究体制、研究倫理 
04/07(水)教員室 全員 研究方針打合せ(提出物：実験ノート) 09:30 装置班(新井)、10:00 原子力班(稲葉・神田)、10:30 冷却班(五十嵐)、11:00 粉体班(伊藤・佐藤)、11:30 資源班(猪股・赤塚)、13:00 分離班(蓑島・香村)、13:30 精製班(赤木・坂本) 

日時 発表者 学習項目 学習細目 和訳箇所 

04/19(月)教員室 赤塚 未央 Ⅰ 粒子特性 

(1-1)形状係数 (1-1)73 頁の“2.14.3 Shape factors”～74 頁の式(2.65) 
(1-2)平均粒径 (1-2)76 頁の“Mean particle size”～77 頁の式(2.72)より 2 行目 “equivalent diameter d.” 
(1-3)粒径分布 (1-3)78 頁の下から 9 行目“Many different forms”～80 頁の 8 行目“250 μm sieve.” 
(1-4)変動係数 (1-4)80 頁の下から 3 行目“Coefficient of variation (CV)”～84 頁の 3 行目“MS/CV, as 870/48.” 

04/21(水)教員室 M1・直属の B4 研究進捗報告(提出物：研究計画書・実験ノート) 09:30 赤木・坂本、10:00 稲葉・神田、10:30 猪股・赤塚 

04/26(月)教員室 神田 麻衣 Ⅱ 固液平衡 

(2-1)溶解度 (2-1)92 頁の“3.4 Solubility correlations”～94 頁の 4 段落目の最後“another.” 
(2-2)理想溶液と実在溶液 (2-2)98 頁の“3.6 Ideal and non-ideal solutions”～99 頁の式(3.18b) 
(2-3)単純共晶系 (2-3)140 頁の“4.3.1 Simple eutectic”～141 頁の下から 9 行目“solid and solution” 
(2-4)固溶体系 (2-4)145 頁の 9 行目“Figure 4.7a shows”～146 頁の 4 行目“the cooling operation” 
(2-5)理論結晶収量 (2-5)96 頁の 3 段落目“The calculation of”～97 頁の式(3.15)  

04/28(水)教員室 M2・直属の B4 研究進捗報告(提出物：研究計画書・実験ノート) 09:30 新井、10:00 伊藤・佐藤、10:30 蓑島・香村、11:00 五十嵐 

05/10(月)教員室 香村 賢吾 

Ⅱ 固液平衡（続き） 
(2-6)過溶解度 (2-6)123 頁の“3.12 Supersolubility”～125 頁の 2 段落目の最後“These topics are discussed in some detail in section 5.3.” 
(2-7)過飽和度 (2-7)125 頁の“3.12.1 Expressions of supersaturation”～125 頁の最後 

Ⅲ 核発生 
(3-1)均一核発生 (3-1)182 頁の 5.1.1 Homogeneous nucleation～185 頁の式(5.9)より 5 行目“supersaturation is exceeded” 
(3-2)不均一核発生 (3-2)193 頁の 10 行目“As the presence of”～194 頁の式(5.27) 
(3-3)二次核発生 (3-3)196 頁の 5.2.1 Contact nucleation の 2 段落目“Collisions in a liquid medium”～197 頁の 4 行目“using ammonium sulphate” 

05/12(水)教員室 M1 文献調査報告(提出物：A4 報告書) 09:30 赤木、10:00 稲葉、10:30 猪股 

05/17(月)教員室 坂本 莉奈 Ⅳ 結晶成長 

(4-1)二次元核化 (4-1)218 頁の“6.1.2 Adsorption layer theories”～220 頁の 3 行目“equivalent conditions.”  
(4-2)Kossel モデル (4-2)220 頁の 4 行目“The Kossel (1934) model of”～220 頁の 3 段落目の最後“supersaturation.” 
(4-3)らせん成長 (4-3)220 頁の 4 段落目“A solution to the dilemma came”～220 頁の 4 段落目の最後“ium in which the crystal is growing.” 
(4-4)多核成長 (4-4)231 頁の“6.1.5 Birth and spread models”～232 頁の 1 段落目の最後“than 2.” 
(4-5)結晶成長速度 (4-5)236 頁の“6.2.1 Crystal growth rate expressions”～236 頁の最後 
(4-6)２ステップモデル (4-6)225 頁の“6.1.4 Diffusion-reaction theories”～228 頁の式(6.29) 

05/19(水)教員室 M2 文献調査報告(提出物：A4 報告書) 09:30 新井、10:00 伊藤、10:30 蓑島、11:00 五十嵐 

05/24(月)教員室 佐藤 啓太 Ⅴ 晶癖と多形 

(5-1)晶癖 (5-1)22 頁の“1.10 Crystal habit”～24 頁の 1 段落目の最後“habit are discussed in section 6.4.” 
(5-2)不純物効果 (5-3)254 頁の“6.2.8 Effect of impurities”～255 頁の 15 行目“on a ledge or face site.” 
(5-3)成長抑制 (5-3)274 頁の“6.4.3 Structural compatibility”の 9 行目“A tailored additive usually has”～3 行目最後“c axis is thus impeded.” 
(5-4)晶癖変化 (5-4)277 頁の 3 段落目“The trace presence of foreign cations”～277 頁の 3 段落目の最後“crystals are produced (Figure 6.40).” 
(5-5)結晶多形 (5-5)17 頁の 3 段落目“A substance capable of crystallizing into different”～17 頁の 3 段落目の最後“an element.” 
(5-6)溶液媒介転移 (5-6)281 頁の 3 段落目“Under specified conditions of temperature”～282 頁の 3 段落目“transformation may be seen in Figure 6.44” 

05/26(水)教員室 M1・直属の B4 研究進捗報告(提出物：実験ノート) 09:30 赤木・坂本、10:00 稲葉・神田、10:30 猪股・赤塚 

05/31(月)教員室 赤塚 未央 Ⅵ 連続晶析 
(6-1)個数収支 (6-1)407 頁の“9.1.1 The population balance”～409 頁の下から 8 行目“known.” 
(6-2)晶析速度解析 (6-2)432 頁の“Evaluation of nucleation and growth rates”～433 頁の 2 段落目の最後“density plot are commonly observed.” 
(6-3)粒径分布モーメント (6-3)409 頁の下から 4 行目の“Moments of the distribution”～411 頁の式(9.31)から 5 行目の“curve, occurs at X=3.67.” 

06/02(水)教員室 M2・直属の B4 研究進捗報告(提出物：実験ノート) 09:30 新井、10:00 伊藤・佐藤、10:30 蓑島・香村、11:00 五十嵐 

06/07(月)教員室 神田 麻衣 Ⅶ 回分晶析 

(7-1)制御冷却法 (7-1)423 頁の見出し“Programmed(controlled) cooling”～426 頁の 5 行目の最後 
(7-2)微結晶除去 (7-2)426 頁の見出し“Fines destruction”～427 頁の 8 行目“1380 μm.” 
(7-3)回分晶析装置の設計 (7-3)439 頁の見出し“Example 9.3 Batch cooling (seeded)”～441 頁の 2 段落目の最後“9.1.4).” 
(7-4)スケールアップ (7-4)449 頁の 3 行目“The conventional approach”～450 頁の 3 段落目の最後“the agitator diameter scale-up ratio.” 

06/09(水)教員室 M1・直属の B4 研究中間報告(提出物：A4 報告書・実験データ・実験ノート) 09:30 赤木・坂本、10:00 稲葉・神田、10:30 猪股・赤塚 

06/14(月)教員室 香村 賢吾 Ⅷ 反応晶析 

(8-1)溶解度積 (8-1)104 頁の“3.6.4 Solubility products”～105 頁の式(3.52) 
(8-2)溶解度の粒径依存性 (8-2)108 頁の“3.7 Particle size and solubility”～109 頁の 5 段落目の最後“extremely small crystal sizes (see Figure 3.4).” 
(8-3)凝集 (8-3)317 頁の 3 段落目の“Smoluchoski (1918) distinguished”～318 頁の 2 段落目の最後“crystals are agglomerated (Figure 8.3c).” 
(8-4)オストワルド熟成 (8-4)320 頁の最初～320 頁の最後“all particles larger will grow (dr/dt > 0).” 
(8-5)溶質の供給と混合 (8-5)340 頁の“8.1.7 Mixing techniques”～342 頁の 2 段落目の最後“(1992).” 

06/16(水)教員室 M2・直属の B4 研究中間報告(提出物：A4 報告書・実験データ・実験ノート) 09:30 新井、10:00 伊藤・佐藤、10:30 蓑島・香村、11:00 五十嵐 

06/21(月)教員室 坂本 莉奈 Ⅸ 融液晶析 

(9-1)融液成長 (9-1)234 頁の“6.1.8 Crystallization from melts”～236 頁の式(6.60)より 1 行目“where γ’=βUM T/3 Hfαρ.” 
(9-2)インクルージョン (9-2)①284 頁の“6.6 Inclusions”～284 頁の最後, ②287 頁の 3 行目“The questions of why”～287 頁の最後 
(9-3)晶析塔 (9-3)349 頁の 2 段落目の“The principles of column crystallization”～349 頁の 2 段落目の最後“column have yet been reported.” 
(9-4)層成長型融液晶析装置 (9-4)353 頁の見出し“Sulzer MWB process”～354 頁の 2 段落目の最後“groups of linked units are possible.” 
(9-5)懸濁成長型融液晶析装置 (9-5)350 頁の見出し“Brodie purifier”～351 頁の“TSK process”の最後 

06/23(水)教員室 M1 文献調査報告(提出物：A4 報告書) 09:30 赤木、10:00 稲葉、10:30 猪股 

06/28(月)教員室 佐藤 啓太 Ⅹ 工業晶析装置 
(10-1)混合層型溶液晶析装置 

(10-1)①378 頁の見出し“Steam-heated evaporators”～382 頁の最後“(median size < 0.5 mm) are produced.” 
(10-1)②386 頁の見出し“Draft-tube agitation”～388 頁の 2 段落目の最後“Very stable suspension characteristics are claimed.” 

(10-2)分級層型溶液晶析装置 
(10-2)①375 頁の上から 3 行目“The operation of the Oslo cooling crystallizer”～375 頁の 2 段落目の最後“located at point I.” 
(10-2)②388 頁の見出し“Fluidized-bed agitation”～390 頁の 2 段落目の最後“the average product size (seaman, 1956).” 

06/30(水)教員室 M2 文献調査報告(提出物：A4 報告書) 09:30 新井、10:00 伊藤、10:30 蓑島、11:00 五十嵐 
07/07(水)教員室 M1(・直属の B4) 研究進捗報告(提出物：実験ノート) 09:30 赤木(・坂本)、10:00 稲葉(・神田)、10:30 猪股(・赤塚) ※B4 は研修レポート作成のため任意参加 
07/14(水)教員室 M2(・直属の B4) 研究進捗報告(提出物：実験ノート) 09:30 新井、10:00 伊藤(・佐藤)、10:30 蓑島(・香村)、11:00 五十嵐 ※B4 は研修レポート作成のため任意参加 
07/21(水)教員室 M1(・直属の B4) 研究進捗報告(提出物：実験ノート) 09:30 赤木(・坂本)、10:00 稲葉(・神田)、10:30 猪股(・赤塚)  ※B4 は研修レポート作成のため任意参加 
07/28(水)教員室 M2(・直属の B4) 研究進捗報告(提出物：実験ノート) 09:30 新井、10:00 伊藤(・佐藤)、10:30 蓑島(・香村)、11:00 五十嵐 ※B4 は研修レポート作成のため任意参加 
08/02(月)zoom 大学院生 夏季研究報告会 M2：発表 12 分、質疑 7 分、交代 1 分／M1：発表 7 分、質疑 7 分、交代 1 分 (提出物：A3 報告書・発表スライドデータ・実験データ・実験ノート) 



■ゼミの進め方（４年生） ［文献入手］→［和訳］→［添削①］→［原稿作成］→［添削②］→［口頭試問］ 

① ［文献入手］研究室のプリンタ、または化学システム工学科印刷室(工学部 B 棟 1 階)の複写機で和訳範囲分を複写する。コピーカードと課題図書は、研究室の書

庫に置いてある。学術論文の場合は、電子媒体をダウンロードできるのであれば研究室の印刷機で印刷する。図書館に所蔵されている場合は、図書館の複写機

を利用する。所蔵が無い場合は、図書館の文献複写サービスを利用する。複写にかかる経費は研究費で支払うので申し出ること。 

② ［本文和訳］和訳範囲の訳文をワープロソフトまたは手書きで作成する。インターネットの翻訳サイトは、けっして利用しないこと。 

③ ［訳文添削］訳文を指導教員に提出する。発表日の 10日前を締切日の目安とする。 

④ ［原稿作成］添削結果をもとに、発表原稿を作成する。書式は、研究室指定の「発表原稿(Ａ３判)」に従う。研究室ホームページ(http://crystallization.eng.niigata-u.ac.jp/)

よりひな形を入手できる。 

⑤ ［原稿添削］発表原稿を指導教員に提出する。数式の導出過程(別紙記載、書式自由)もここで提出する。発表日の３日前を締切日の目安とする。発表原稿は、一

定の完成度に達するまで、繰り返しの修正となる。 

⑥ ［口頭試問］完成原稿を持参の上、教員室に来室する。学習内容の理解度を口頭で確認する。理解度が不十分と判断される場合は、日時を改めて再度行う。 

 

■文献調査の進め方（大学院生） 

毎月１報以上を調査し、調査論文１報分を A4 版レジュメ１枚に要約する。訳文の提出は不要、原稿のみ提出。理解度を口頭で確認する。１学期あたり最低３報必要。

（修士論文に使います。） 

 

※提出物(和訳、原稿、添削など)は、原則メールでやりとりします。 

 

以上 


