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サンドイッチパネルの接着 (ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
d. 気温の上昇に起因する熱応力および接着力不足によるはく離のトラブル事例－室内内装化粧板の
つなぎ板の接着 (ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
e. 両被着材間の線膨張係数の差に起因する熱応力による接着はく離のトラブル事例－スイッチボック
スのふたの接着 (ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.1.9 接着剤の耐衝撃性不足によるはく離のトラブル事例－窓ガラスの取手の接着
(ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.1.10 接着剤中の溶剤により被着材にソルベントクラックが発生のトラブル事例：アルミ銘板とメタクリル
樹脂モールド品の接着 (ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.1.11 嫌気性封着剤モノマーにより被着材にソルベントクラックが発生のトラブル事例－ポリカーボネー
ト製標識差しのサラねじ止め部 (ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.1.12 塩素を含む接着剤の熱分解により発生する HCl と被着材との化学反応によるトラブル事例
a. 装置の Al 製外壁面に CR 系接着剤により接着された鏡のメッキの腐食
(ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
b. 塩化ゴム系接着剤の熱分解により発生した HCｌが被着材金属と反応し塩化物を生成して，被着材
表面にてはく離 (ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.1.13 悪臭の残留する溶剤を含む接着剤の使用のトラブル事例：冷房ダクト内断熱材の接着
(ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.2 表面処理法
10.2.1 表面処理後の被着剤表面へ大気中水分吸収による接着力の低下
10.2.2 被着材の吸収水分による接着不良の発生
10.3 施工方法に起因するトラブル事例およびその対策
10.3.1 接着剤の混合比誤りおよび混練不足による接着強度の低下
10.3.2 接着剤の発泡 (ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
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10.3.3 溶剤型接着剤におけるオープンタイム不足のトラブル事例－床用軟質塩化ビニルシートの接着（そ
の２） (ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.3.4 加熱温度および加熱時間の不足のトラブル事例－自動車ドラムブレーキライニングの接着
(ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.3.5 圧締力不足によるトラブル事－アルミ合板積層パネルのふくれ (ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.3.6 接着面への空気の巻き込みによるトラブル事例－天井ダクト用サンドイッチパネルの接着
(ⅰ)現象 （ⅱ）原因 （ⅲ）対策
10.3.7 作業者の熟練度不足
10.4 接着部の構造
10.5 接着部の耐久性
索引
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