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＝ 刊行にあたって ＝
超音波接合は、J.B.Jones がアルミニウムのスポット溶接の溶接性向上および溶接前処理の簡素化に超音波を応用する研究中に、偶然に超音波だけでも溶接が行われ
るというヒントを得て以来開発されてきたものである。超音波は、人には聞こえない周波数が 20kHz 以上の音波で、いろいろな分野で広く適用されている。例えば魚
群探知機、治療などの超音波検査いわゆるエコー検査、超音波洗浄、殺菌などである。工業的に見ると、切削・切断、ドリル加工、砥粒加工などに適用されている。ま
た、接合では、IC チップ、ハーネスなどの微小部品の接合で超音波が適用されている。最近、超音波接合を用いて、パワーモジュール、フリップチップなどのように
微細な金属部材を高精度で接合できるようにもなってきており、超音波接合はこれからの有望な固相接合技術だと考えられる。更に、今までは難しいと言われていた厚
みのある材料にも超音波接合が適用できる目安が立っている。
アルミ合金や CFRP の超音波接合は新しい技術として、今後、軽量化が進む自動車、航空機、鉄道車両関係および電子部品などで広く適用されていくと考えられる。
アルミ合金／鉄鋼などの異材超音波接合についてはまだ不明な点も多く、これからの新しい技術であると考えられる。
本書は、現場の接合技術者、設計技師、これから接合関係の分野に進む予定の学生を対象として、超音波接合の基礎知識からその応用までを説明してある。
今までの出版物では超音波を利用した加工技術全般について説明したものがほとんどであり、超音波接合を主に解説したものはない。従って、本書は超音波接合に絞っ
てその技術について詳細に解説した。本書では、超音波接合の基礎的な知識（超音波の基礎、超音波接合装置構成）
、接合方法について説明した。また、超音波接合装
置の設計にも触れた。更に、アルミニウム合金などの金属や CFRP の超音波接合、これから必要になるアルミニウム合金と鉄鋼などの異材接合についても、筆者が今
まで超音波接合関係で研究してきた専門的な内容（アルミニウム合金、鉄鋼／アルミ合金の異材など）まで幅広く、図表を用いてわかり易く説明した。
1 章では、超音波の概要、超音波の気体、液体、固体中の挙動、固有振動や共振、超音波の医学や工学での適用例について説明してある。
2 章では、超音波振動を発生させる振動子（水晶、圧電セラミックス、磁性材料）やその原理、超音波振動系を駆動させる電気回路などについて説明した。また、超
音波の測定法についても述べてある。更に、振動ホーンなどの超音波振動系の設計もできるように解説してある。
3 章では、先ず各種接合法についての説明、およびその中での超音波接合の位置付けについて説明している。次に、超音波接合の概要、接合のメカニズムについて説
明した。そして、超音波ワイヤボンデイングなどの超音波接合の実施例を紹介した。プラスチックの接合に用いられる超音波溶着についても概要、メカニズム、適用例
などについて述べた。
4 章では、比較的大きい厚肉のアルミニウム合金へも超音波接合が適用できるように、筆者らが開発したハイブリッド固相接合装置の構成について説明した。また、
本装置を用いて接合条件（加圧力、振幅、接合時間）に対する基礎的な特性を検証した。更に、本装置を用いて接合したアルミニウム合金（丸棒、パイプ）の挙動につ
いて説明してある。軟鋼パイプの接合例も紹介した。
5 章では、筆者らがハイブリッド固相接合装置を用いてアルミニウム／鉄鋼の厚肉の異種金属の接合を実施した内容について、接合メカニズムも含めて紹介してあ
る。Ag などのインサート金属を用いた場合についても述べた。
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