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No.2017-226 

ば ね 第４版 

著編者 日本ばね学会 

出版社 丸善出版 

発行年 2008 

同時1アクセス(本体) ¥59,400 

同時3アクセス(本体) ¥89,100 

冊子版ISBN 9784621079652 

商品コード 1025020412 

日本が世界に誇るばね技術の集大成であり、比類なき名著である『ばね』の改訂第4版。26年ぶりの大

改訂作業を経て上梓。「総合的な専門書」と「わかりやすい構成」という長所の継承に力を尽くしつつ、最

新技術を積極的に取り入れ、これからの半世紀を見据える内容に一新。材料から製造、検査まで、ばね

に関するあらゆる情報を盛り込んだ世界に唯一の総合専門書です。第一線の研究者・技術者が執筆を

担当し、技術の本質を解説。個々の技術の仮定や前提を明確にし、適用範囲にできるかぎり言及、さら

に詳細を必要とする読者のために文献を充実させている。当該分野はもとより関連分野の実務者およ

び研究者にとってもまさに座右の書。 

  〈改訂の要旨〉 
 設計を有限要素法等による解説に全面刷新。従来手法の適用限界も明確化。 
 製造技術の理論的根拠を明確化。加工条件を決める際のデータを充実。  
 材料データベース、加工法、製造工程、試験機など最新の情報に更新。 
 従来の金属に加えて、非金属、空気等のばねの解説を大幅に追加。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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No. 書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 商品コード 

1 若い技術者のための機械・金属材料 第3版 （※） 矢島, 悦次郎 丸善出版 2017 9784621301241 ¥9,570 ¥14,355 1024195228 

2 事例で探すステンレス鋼選び 尾崎, 敏範 丸善出版 2011 9784621083796 ¥4,840 ¥7,260 1015175583 

3 
小さなものをつくるためのナノ/サブミクロン評価法 ―μmからnm
寸法のものをつくるための材料,物性,形状,機能の評価法― 

肥後, 矢吉 コロナ社 2015 9784339046434 ¥9,900 ¥14,850 1020782185 

4 
技術者のためのねじの力学 
 ―材料力学と数値解析で解き明かす― 

福岡, 俊道 コロナ社 2015 9784339046441 ¥16,500 ¥24,750 1022699188 

5 鉄道の「鉄」学 ―車両と軌道を支える金属材料のお話― 松山, 晋作 オーム社 2015 9784274217630 ¥10,175 ¥12,210 1019023660 

6 テラヘルツ波新産業 （新材料・新素材シリーズ） 斗内, 政吉 シーエムシー出版 2011 9784781302898 ¥11,000 ¥16,500 1023792225 

7 
未来を動かすソフトアクチュエータ ―高分子・生体材料を 
中心とした研究開発―（新材料・新素材シリーズ） 

長田, 義仁 シーエムシー出版 2010 9784781302935 ¥11,000 ¥16,500 1023792223 

8 最新の自己修復材料と実用例 （新材料・新素材シリーズ） 新谷, 紀雄 シーエムシー出版 2010 9784781302331 ¥11,000 ¥16,500 1023891589 

9 
白金代替カーボンアロイ触媒 = Platinum‐substitute carbon alloy 
catalysts （新材料・新素材シリーズ） 

宮田, 清藏 シーエムシー出版 2010 9784781301716 ¥11,000 ¥16,500 1023891591 

10 
機能性粘土素材の最新動向 = Recent trend of functional clay 
materials （新材料・新素材シリーズ） 

小川, 誠 シーエムシー出版 2010 9784781301884 ¥11,000 ¥16,500 1023891592 

11 
コアシェル微粒子の設計・合成技術・応用の展開 
 （新材料・新素材シリーズ） 

川口, 春馬 シーエムシー出版 2010 9784781302621 ¥11,000 ¥16,500 1023891598 

12 ゾル‐ゲル法技術の最新動向 （新材料・新素材シリーズ） 作花, 済夫 シーエムシー出版 2010 9784781302270 ¥11,000 ¥16,500 1023891602 

13 石炭利用の最新技術と展望 （新材料・新素材シリーズ） 
石炭エネル
ギーセンター 

シーエムシー出版 2009 9784781300818 ¥11,000 ¥16,500 1016382822 

14 
次世代共役ポリマーの超階層制御と革新機能 
 （新材料・新素材シリーズ） 

赤木, 和夫 シーエムシー出版 2009 9784781300733 ¥11,000 ¥16,500 1016382824 

15 
金ナノテクノロジー ―その基礎と応用― 
（新材料・新素材シリーズ） 

春田, 正毅 シーエムシー出版 2009 9784781300917 ¥11,000 ¥16,500 1016382835 

16 
金属ナノ・マイクロ粒子の形状・構造制御技術 
 （新材料・新素材シリーズ） 

米澤, 徹 シーエムシー出版 2009 9784781301167 ¥11,000 ¥16,500 1018726290 

17 
有機 -- 無機ナノハイブリッド材料の新展開 
 （新材料・新素材シリーズ） 

中條, 善樹 シーエムシー出版 2009 9784781301365 ¥11,000 ¥16,500 1018726292 

18 機能性繊維の最新技術 （新材料・新素材シリーズ） 白井, 汪芳 シーエムシー出版 2009 9784781301211 ¥11,000 ¥16,500 1018726301 

19 プラズモンナノ材料の最新技術 （新材料・新素材シリーズ） 山田, 淳 シーエムシー出版 2009 9784781301327 ¥11,000 ¥16,500 1018726306 

20 
窒化物基板および格子整合基板の成長とデバイス特性 
 （新材料・新素材シリーズ） 

天野, 浩 シーエムシー出版 2009 9784781301334 ¥11,000 ¥16,500 1018726313 

21 
マイクロ・ナノデバイスのエッチング技術 
 （新材料・新素材シリーズ） 

式田, 光宏 シーエムシー出版 2009 9784781301679 ¥11,000 ¥16,500 1023891585 

22 バルク金属ガラスの材料科学と工学 （新材料・新素材シリーズ） 井上, 明久 シーエムシー出版 2008 9784882316848 ¥11,000 ¥16,500 1016070599 

23 
ホウ素・ホウ化物および関連物質の基礎と応用 
 （新材料・新素材シリーズ） 

第16回ホウ素・ホウ化物 
および関連物質国際会議 
組織委員会監修 

シーエムシー出版 2008 9784882319559 ¥11,000 ¥16,500 1016070601 

24 
次世代医療のための高分子材料工学 
 （新材料・新素材シリーズ） 

秋吉, 一成 シーエムシー出版 2008 9784781300559 ¥11,000 ¥16,500 1016070613 

25 
機能物質・材料開発と放射光 ―SPring‐8の産業利用― 
（新材料・新素材シリーズ） 

堀江, 一之 シーエムシー出版 2008 9784781300405 ¥11,000 ¥16,500 1016070615 

26 精密高分子の基礎と実用化技術 （新材料・新素材シリーズ） 中濱, 精一 シーエムシー出版 2008 9784781300436 ¥11,000 ¥16,500 1016070617 

27 超臨界流体技術の開発と応用 （新材料・新素材シリーズ） 佐古, 猛 シーエムシー出版 2008 9784781300573 ¥11,000 ¥16,500 1016382816 

28 撥水・撥油の技術と材料 （新材料・新素材シリーズ） 辻井, 薫 シーエムシー出版 2008 9784781300764 ¥11,000 ¥16,500 1016382823 

29 
プラスチックハードコート材料の最新技術 
 （新材料・新素材シリーズ） 

矢沢, 哲夫 シーエムシー出版 2008 9784781300597 ¥11,000 ¥16,500 1016382832 

30 
無機材料の表面処理・改質技術と将来展望 
 ―金属,セラミックス,ガラス―（新材料・新素材シリーズ） 

上条, 栄治 シーエムシー出版 2007 9784882316978 ¥11,000 ¥16,500 1016070600 

31 基礎からわかる高分子材料 （物質工学入門シリーズ） 井上, 和人 森北出版 2015 9784627245815 ¥7,150 ¥10,725 1022470093 

32 基礎から学ぶ材料力学 第2版 臺丸谷, 政志 森北出版 2015 9784627665125 ¥7,150 ¥10,725 1022470103 

33 やさしく学べる材料力学 第3版 伊藤, 勝悦 森北出版 2014 9784627661936 ¥7,150 ¥10,725 1022470042 

34 はじめての材料力学 新装版 第2版 小山, 信次 森北出版 2014 9784627663534 ¥6,050 ¥9,075 1022470045 

35 
ヒューマシン・カンパニー ―「人のような機械」と 
「機械のような人」が織りなす超精密加工の物語― 

中山, 愼一 ダイヤモンド社 2015 9784478083680 ¥2,640 ¥5,280 1024070978 

36 初めて学ぶ基礎機械システム 小川, 鉱一 
東京電機大学 

出版局 
2001 9784501415402 ¥5,115 ¥7,672 1011600438 

※ 表示価格は税抜きです。 書名に（※）印のあるタイトルはダウンロード不可です。 
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