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接着剤を成分、形態、固化・接着方法、機能、特性から分類し、解説！
接着部に生じる残留応力の種類と接着強度の評価法について説明！
接着剤の使用・管理のポイント、選定した接着剤の適性評価とは！
接着でよく生じる不具合とその改善策について、具体的に詳述した！
接着の実作業においてポイントになる点についても説明した ！
初めての人に理解できるよう、図や表で視覚的にわかり易くした技術書！
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＝ 刊行にあたって ＝
接着の歴史は古く、紀元前 3～4000 年の中国や古代エジプト、古代バビロニアなどでは、既に膠（にかわ）や天然アスファルトが接着剤として用いられていた。日
本では縄文時代から天然アスファルトが用いられ、奈良・平安時代には漆（うるし）が金箔の接着に用いられるようになった。近年の化学産業の発展によって、現在で
は天然系接着剤に変わって、合成高分子系のものが接着剤の主流となっている。強度や耐久性が要求される部分にも適用できる構造用接着剤が開発され、1950 年代頃
から軽量化が必要な航空機への適用によって、接着の技術は大きく進歩してきた。
現在は、接着剤や粘着剤は、建築・土木、半導体素子を初めとする電子材料、自動車など身の回りの製品に広く活用され、航空・宇宙、再生医療分野でも高性能かつ
使いやすい接着剤の開発競争が進んでいる。また、トルエン、ベンゼン、フロン類などの揮発性有機化合物を排出しない接着剤、解体性接着剤、バイオソース接着剤な
ど、環境に優しい接着技術も求められている。
本書では、各種製品の設計、製造に携わっている技術者、接合技術関係の仕事をされている技術者、また将来これらの分野に進まれる予定の学生を対象にして、接着
技術の基礎知識とその応用について記述した。
今までに出版されているこの分野の書物は、一般的な知識を記載しているものがほとんどである。しかし、本当に必要とされていることは、接着技術に関する基礎的
な知識を単に習得するだけでなく、接着技術を実際に応用できるようになることである。本書では、接着剤の種類について成分、形態、固化・接着方法、機能、特性な
どから分類して特徴を出来るだけわかり易く説明した。接着部に生じる残留応力（内部応力）の種類と接着強度の評価法についても具体的に説明して理解できるように
した。また、接着でよく生じる不具合とその改善策について述べた。更に、接着の実作業においてポイントになる点についても説明した。そして全体を通してできるだ
け図や表を使って、視覚的にわかり易くなるように心がけた。
本書の構成は 12 章からなっている。
1 章では、接着技術の概要として、高品質な接着の重要性、接着剤の粘弾性特性、応力緩和について説明している。
2 章では、接着の歴史を説明してある。
3 章では、接着の原理、理想的な接着の状態、被着材表面に水などの吸着層を容易に形成させるための表面改質法などについて説明している。
4 章は、接着の長所を説明し、アーク溶接、抵抗スポット溶接、リベットなどの他の接合法と性能面の比較および静的強度・疲労強度の比較をしている。
5 章では、接着のメカニズム、性能面、作業面などでの欠点と、その欠点をカバーするための複合接着接合法、クリープ防止法などの対策について述べている。
6 章では、接着剤の種類を、成分、形態、固化・接着方法、機能、強度・硬さから分類して各々について説明してある。特に、強度・硬さからの分類では、構造用接
着剤・準構造用接着剤、エンジニアリング接着剤、柔軟接着剤・粘着テープに分けて詳しく説明してある。
7 章では、接着部に加わるせん断力、引張力、はく離力の力の加わり方のよる分類、およびその評価方法について説明し、その時の強度試験で生じる破壊形態につい
て述べた。また、接着強度に影響する各種因子（温度、接着層厚さ、継手形状など）について説明した。
8 章では、接着部に生じる残留応力の種類とその評価法について詳しく説明した。接着部に生じる残留応力（内部応力）によっていろいろな不具合が起きるため、残
留応力の評価は重要である。
9 章では、接着部に生じる残留応力に起因する不具合について、その種類および各々の対策を説明してある。
10 章では、品質に優れた製品を、高い生産性で製造するための接着設計技術とその構成要素（材料設計、品質設計など）について説明した。
11 章では、接着剤の選定方法について説明してある。
12 章では、接着の実作業時の主な注意点について説明してある。
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