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異種材料接合の現状と金属/樹脂・CFRP
直接接合の展開*
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異なる特性を有する材料を適材適所で組み合わ

せて,部材や製品の高機能化や多機能化,さ らに

コス ト削減を図るものづ くりの考え方が,「マル

チマテリアル」の呼び名とともに注目されている。

特に, 自動車や車両の車体軽量化のために,構
造用材料のマルチマテリアル化が進められてい

る。このためには,異なる材料を組み合わせて接

合する,い わゆる異種材料接合 (以下,異材接合 )

技術が必要不可欠となっている①~④
。本稿では

,

特に金属/炭素繊維強化樹脂 CFRPの異材接合

に注目し,著者 らの研究成果を中心に,そ の直接

接合特性について述べる。

国は異材接合の現状
異材接合の材料組合せにおける実用化の程度

は,例えば表 1の ように分類される。すなわち,

第 1世代は,炭素鋼や合金鋼などの鉄鋼材料同

士や,異 なる種類の Al合金間の組合せなどの同

種金属を基とした合金間の組合せであり,すでに

接合技術が確立されており,多 くの構造物に実用

化されている。一方,金属/金属であっても,異
種金属間の組合せには,接合が難しいものが多 く,

これらは第 2世代に分類される。鉄/ア ルミニウ
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明

ムや鉄/チ タンなどがこれに該当するが,すでに
一部で実用化されている.こ れに対して,金属/
樹脂 (高分子材料)間 の接合のように材料構造そ

のものがまったく異なる材料間の異材接合は第 3

世代となり,新 しい発想からの異材接合の考え方

が求められる。例えば金属/炭素繊維強化樹脂

CFRPの接合がこれに該当し,その接合技術の開

発が期待される.

表 2は,各種異材接合の組合せと代表的な溶

接・接合プロセスの適用性を示す。同種,あ るい

は異種金属基の組合せに対して金属結合や化学的

結合による直接接合は,比較的容易であるが,第
3世代の金属/樹脂・CFRPや金属/セ ラミック

スの組合せへの適用は困難である.ま た,第 2世

代の異材接合では,溶接入熱の少ない電子ビーム

溶接やレーザ溶接,接合温度の低いろう接や固相

接合法が有効である.一方,間接接合法である接

着法や機械的締結法は,第 3世代を含めた多様な

組合せに適用可能な異材接合法として,幅広く実

用化されている。

表 1 異材接合の材料組合せにおける実用化の程度

異1材 接合継手の組合せ

同種金属基合金 (鉄鋼同士等)

共種金属 合金 (鉄鋼/リト鉄 (AL

Mg.Tiな ど)、 非鉄/非鉄

共種1材 料 (金属/樹 J旨 /セ ラミッ
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躙褥 鶴 ◎鸞代 の異輔撥合 の組合 せ

3.1 摩擦発熱を利用した金属/樹脂 。CFRP
の直接接合法

金属と高分子材料間の異材接合は,材料構造が

基本的に異なるために困難である.しかし,表 3

に示すようにいくつかの方法が実用的に用いられ

ている.こ のうち,接着法と機械的締結法はそれ

ぞれ接着剤,あ るいはリベット・ボルトなどを介

しての間接的な接合法であり,すでに自動車車体

製造などに適用されている。これに対して,熱圧

着法とインサー ト成形法は,直接的な接合法で

あり,前者は熱可塑性の樹脂 。CFRPに対して用
いられる。また後者は,あ らかじめ金型内に金属

部品をセットしておき,そ こに溶融樹脂を射出成

形して接合する方法である。小物部品製造に用い

られ,熱可塑 。熱硬化樹脂の両方に適用されてい

る。熱圧着法では,樹脂を溶融するための加熱源

として,表 3に示すようにいくつかの方法が用い

共材接合の●l能性 10高 い,0材料に大きく依存,▲低い、 ×不可 ,

*加熱用熱源

の長闘

られている。本稿では,新 しい熱圧着法として
,

FSWを応用 した摩擦発熱を利用する方法 (摩擦

重ね接合法)を 取 り上げて,その接合継手強度に

及ぼす各種接合因子の影響および推察される接合

機構を紹介する。

図 1は,摩擦重ね接合法の原理図である。プ

ローブがなく,先端がフラットな回転ツールを上

板である金属板に押し付けて摩擦熱を発生させて

加熱し,そ の熱伝導で,下板の熱可塑性樹脂板や

熱可塑性 CFRP板の接合継手界面を局所的に溶

融 して接合する方法であるも
'161.接合部の加熱温

度履歴は,ッ ール回転速度,接合速度およびツー

ル押付け条件によって制御される.接合界面温度

は,接合条件や金属材料により異なるが,樹脂の

溶融温度を超えて分解温度にまで達する.し かし,

適正接合条件では,加熱時間は十分に短 く,樹脂

の劣化は抑制される。

3.2 金属/樹脂の直接接合機構

熱圧着法の一種である摩擦重ね接合法による金

属/樹脂の直接接合が可能となるための樹脂特性

を明らかにするために,極性官能基の有無による

接合特性が比較検討されている
.ア・.樹脂材料には

,

極性官能基を有する代表的な樹脂としてエチレン

アクリル酸コポリマーEAA, また極性官能基の

ない無極性樹脂 としてポリエチレンPE(い ずれ

も板厚 3mm)を用いた。いずれも熱可塑性樹脂

である.図 2に , これら樹脂と表面研磨を行った

Al合金 A2017(板厚 2mm)と の重ね接合継手の

断面組織 を示す.EAAで はツール径 15 mmに
ほぼ本目当する接合幅 (ツ ール加圧部)で Al合金と

の良好な接合継手が形成され,継手引張せん断試

験では,EAA樹 脂母材破断を呈 した。一方,PE
では,樹脂の溶融は確認されたが,Al合金 とは

表 3 実用化されている金属/樹脂異種材料接合法の特徴

表 2 接合プロセスの異材接合への適用性
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図 1 摩擦重ね接合法 (Fnclon Lap」 oinin9,FLJ法 )の 原理図
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図 2 摩擦重ね接合法によるAI合金/熱可塑性樹

脂の異材接合継手断面形態

接合されなかった。この結果は,金属/樹脂の直

接接合のためには,極性官能基の存在が必要であ

ることを示唆している。

極性官能基の重要性をさらに検討するために,

無極性樹脂であるPEに大気中でコロナ放電処理

を実施し,そ の表面に極性官能基を付与 した後に,

直ちに Al合金 A5052(表面研磨材)と の摩擦重ね

接合を行い,継手引張せん断試験を行った結果を

図 3に示す.な お,図中には,XPS分析 による

C(ls)の 化学結合エネルギー分布 も合わせて示す .

コロナ放電処理によりPE表面には,新たに極性

官能基である COH基および C00H基が形成 さ

れた。また,ポ リアミドPA6は極性官能基 とし

て CONH基を有する.継手引張せん断試験結果

より,コ ロナ放電処理を用いて PE表面に極性官

能基を付与することによりAl合金 との接合が可

能となり,樹脂母材破断を呈する良好な接合継手

が得 られた。また,極性官能基を有する PA6も
樹脂母材破断を示 し,Al合金との直接接合には,

樹脂特性として極性官能基を有することが必要で

あることがわかる。

次に,両者の接合機構 を探るために,接合界

面構造の調査を行った結果を図 4に示す。図 (a)

は EAA板 とAl合金 A2017板 との重ね継手接合

界面の TEM組織である⑦.Al合金の界面には
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図3 AI合金/PE樹脂の直接接合性および樹脂表
面特性に及ぼすコロナ放電処理の効果
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図4 摩擦重ね接合法によるAI合金/EAA樹脂の直
接接合継手のTEM微細界面構造と接合機構

厚さ6nm程度の酸化皮膜 A1203が 形成されてお

り,こ の酸化皮膜を介して樹脂と接合されていた。

EAA樹脂は極性官能基(C00H基)を有しており,

図中に示すように電気陰性度の大きな酸素原子の

存在により,極性官能基および酸化物はそれぞれ

分極する特性を有することから,こ のときの静電

引力に起因する分子間力 (水素結合力)が主たる

接合機構であると考えられている.ま た,図 (b)

は,Al―Mg合金 A5052と 極性官能基 (CONH基 )

を有するポリアミド樹脂 PA6板 との接合界面の
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TEM像 と元素面分析結果であり,接合界面には

数十～100 nm厚 さの酸化皮膜 MgOが形成され

ていた③.合金元素である Mgが優先的に接合界

面で酸化皮膜を形成したものであり,同様の接合

機構で酸化皮膜を介 して接合されていた.ま た,

これらの接合界面のごく薄い酸化皮膜は,接合過

程中に形成されたと推察されている。

また,Al合金以外の金属 と樹脂 PA6と の摩擦

重ね接合では,低炭素冷延鋼板 SPCC,ス テン

レス鋼 SUS304お よび無酸素銅 との間で,良好

な接合継手が得 られている。図 5は,SPCCと
PA6と の接合界面の TEM像であるが,酸化皮

膜 Fe304を 介 して接合されていた゛.ま た,ス テ

ンレス鋼 SUS304/PA6(1の および無酸素銅/PA6
°1)と の接合界面では,そ れぞれ数十 nm厚 さの

Cr203お よび Cu20層が確認された.いずれもAl

合金の場合と同様に強い分子間力である水素結合

力によるものと推察されている.

3.3 金属/熱可塑性 CFRPの直接接合機構

熱圧着法の一種 である摩擦重ね接合法によ

り,熱可塑性樹脂 をマ トリックスとするCFRP
と金属 との直接接合 も可能 となる(101~⑬

。図 6

は,エメリー研磨紙 #800に より表面湿式研磨 し

た Al合金 A5052板 と熱可塑性 CFRP板 との摩

摩擦重ね接合法による鉄鋼材料 SPCC/PA6
樹脂の直接接合継手のTEM微細界面構造

擦重ね接合界面組織を示す
l pl.CFRP板

は図 (a)

に示すように極性官能基を有する熱可塑性樹脂

PA6を マ トリックスとした短繊維の炭素繊維 (約

200 μm長,5～ 10 μm径 )を 20 wt%複合化 した

熱可塑性 CFRP板であり,射出成形法により作

製されたものである。両者は,摩擦重ね接合法に

より直接接合が可能であり,接合界面では図 (c)

に示すように,Al合金表面に形成されたごく薄

い酸化皮膜 MgOと マトリックス樹脂であるPA6
が直接接合されていた。一方,炭素繊維とAl合

金との間の反応は確認されなかった。このこと

は,炭素繊維の添加量が多 くなるとAl合金と樹

脂の接合面積が減少して接合性が低下することを

示 してお り,特 に連続繊維 CFRPでは接合が難

しくなる。しかし,あ らかじめ接合界面に適当な

厚さの樹脂シー ト材を挟むことにより,連続繊維

CFRPに対しても直接接合が可能になることが確

認された.さ らに, この樹脂シート材に絶縁材と

しての役割をもたせることも可能である。

図 7は,図 6で用いた同じ短繊維 CFRPに 対

して,その直接接合性に及ぼす Al合金 A5052の

表面処理の影響を樹脂 PA6と 比較したものであ
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未処I里本」 アルマイト  湿式研磨
皮膜 (11子L)  処理
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図 7 AI合金/熱可塑性 CFRPお よび PA6樹脂の直接
接合継手の接合強度に及ばす各種表面処理の影響

〔Ｚ
〓
〕
側
に
当
き
当
く
や
惑
悪

図 5

図 6 摩擦重ね接合法によるAI合 金/熱可塑性
CFRPの 直接接合継手の TEM微細界面構造
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(c)シ ラン処理材の接合界
而構造模式図

AI合金/熱可塑性 CFRPの 直接接合継手の接合強度に及ぼす
シランカップリング処理の効果

り,著者らの結果を取りまとめたものである。単

に表面脱脂を行ったのみでは,継手引張せん断破

断荷重は小さく,いずれも界面破断であった。ア

ルマイト処理 (封孔処理材)で は樹脂 PA6は母材

破断を呈する良好な継手強度を示すが,母材強

度が高い CFRPでは破断形態は接合界面破断で

あった.しかし,湿式研磨処理を行ったものでは,

CFRPの 破断形態は接合界面破断であるが,そ
の破断荷重は大きく増加 した。Al合金側の接合

界面のSEM像を見ると,未処理材ではAl合金

表面には付着した樹脂の痕跡のみが認められるの

に対して,湿式研磨材の場合には,CFRP母材が

層間剥離を起こして引きちぎられて,そ の一部

が Al合金表面に強く固着している様子がわかる.

このように湿式研磨により継手強度が増加する理

由としては,溶融樹脂の濡れ性の向上,研磨によ

る微小凹凸のアンカー効果および接合面積の増加

などが挙げられる。しかし,こ の場合の接合界面

構造はまさしく図 6で示したものであり,分子間

力である水素結合力では,継手強度はCFRP母
材の部分層間剥離を引き起こすことが限界である。

3.4 シランカップリング処理による継手強度

の改善

金属/樹脂の継手強度のさらなる向上には,分
子間力に代わるより強力な化学結合を導入する

必要がある。そのための一つの方法に,シ ラン

カップリング反応を利用する方法がある。図 8

は,Al合金 A5052の表面にあらか じめシラン
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カップリング剤 (ア ミノエチルアミノプロピル ト

リメ トキシシラン)を用いた反応層を形成 した後

に,CFRPと の摩擦重ね接合を行った結果であ

る (1°.継手引張せん断破断荷重はシランカップ

リング処理により著しく増加 し,かつ継手破断形

態は図 (b)に示すように接合界面破断からCFRP
母材破断へと移行した.こ の場合の接合機構は,

図 (c)に模式的に示すように, シラン反応層を介

して CFRPの マ トリックス樹脂の極性官能基と

Al合金表面の酸化皮膜 MgOが化学結合 (共有結

合)に より接合されたものと推察される。

3.5 アンカー効果による継手強度の改善

金属/樹脂の直接接合機構には,すでに述べた

分子間力 (水素結合力)や シランカップリング反

応層による化学結合のほかに,金属表面の凹凸を

利用するアンカー効果がある。いわゆる機械的締

結力と呼ばれており,一般的には,接合力は分子

間力よりも高い。このアンカー効果を利用するた

めに,金属の表面に人工的に凹凸をつける粗面化

処理が行われる.研磨,エ ッチングおよびポーラ

ス皮膜形成などの方法は,接着技術において古く

から用いられてきた方法であり,ま た,最近では

レーザ処理法が新しい方法として注目されてい

る(14)。

図 9(a)は ,Al合金 A2017に ポーラスアルマ

イト皮膜を形成した後にPE樹脂との接合を行っ

た接合界面のTEM組織である⑦.接合界面では,

溶融したPE樹脂が皮膜中の数十 nm径のポア内

異種材料1妾 合の現状と金属′′樹脂 。CFRP直接接合の展開
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(b)レ ーザ表面処理(DLAVIP処 理)の効果(A5052/CFRP)

図 9(a)PE樹 脂/ポーラスアルマイ ト皮膜の接合界面 ,

および,(b)熱可塑性 CFRP/A5052(DLAM P処理材 )

における接合界面組織とアンカー効果

に進入しており, このアンカー作用によって極性

官能基のない PE樹脂でも直接接合が可能となり,

継手引張せん断試験では樹脂母材破断を呈した.

また,図 9(b)は ,細 く絞ったレーザビームを

高速度でスキャンして Al合金板表面に照射し,

(b‐1)に示すような不規則に入 り組んだ凹凸を人
工的に形成する方法 DLAMP(19で あり,こ の面
を接合界面とした PA6樹脂をマ トリックスとす
る熱可塑性 CFRPと の摩擦重ね接合では,(b‐2)

に示すように深さ約 100 μmに達する細 くて深い

溝の内部にまで溶融樹脂が侵入 している。これ

により得られた接合継手の引張せん断試験では,

CFRP母材破断を呈する高い継手強度が得られて
いる。さらに, レーザ処理により規貝1的 な凹凸の
パターンを形成する方法も注目されている°°

.

甕はおわりに
本稿では,異種材料接合技術の現状と,車体軽

量化の観点か ら,特 に注 目されている金属 と樹

脂・CFRPと の直接異材接合機構について,熱圧

着法の一種である摩擦重ね接合法を例にとり,著
者 らの研究成果を中心に紹介 したものである。こ

のため,熱可塑性 CFRPの マ トリックス樹脂 と

しては使い勝手の良い PA6を 用いたが,実用的

な観点からは,よ り高融点で,かつ耐久性の高い

樹脂の適用が望ましい.ま た,連続繊維 CFRP
や熱硬化性 CFRPへの適用性の改善,さ らに接

合プロセスのロボット化なども今後の課題である.

本稿が,当該技術開発に関する今後のさらなる展

開の一助となれば幸いである。
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