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日はじめに
自動車車体の軽量化のために、より強度の高い

高張力鋼薄板の利用、鉄よりも軽い軽量金属材料

であるAl合金やMg合金の利用、さらに、より軽

量化が期待できる樹脂材料や炭素繊維強化複合材

料 (CFRP)を利用する方法が注 目されている.し
かし、これらの単独材料による車体構造では、材

料特性や材料コス ト、ならびに製造コス トを考慮

すると、その適用には限界があることが分かって

きたcこ のために、これらの異なる特性を有する

構造用材料を適材適所で組み合わせて軽量化 と生

産コストの両方の課題を同時に克服 しようとする

新 しい設計・製造思想、すなわちマルチマテリア

ル化が注目さオtて いる・
~詢

.

このマルチマテ リアル化を実用化するために

は、金属材料同士である鉄鋼材料 とAl合 金 との

異材接合のみならず、まったく羽料構造が異なる

金属と樹脂、あるいはCFRPと の異材接合が求め

られてきているっ

日
金属 と樹月旨。CFRPとの異材接合法の牛寺徴

適用製品は車体 とは異なるが、最近特に注 日さ

れている方法に、溶融 した樹脂を金型内に高圧で

注入して成形する射出成形法を応用したインサー

ト成形法がある.あ らか じめ金型内に設置 した金

属と、注入された樹脂を直接接合 して部材を作製

するもので、小型部材の作製法 として一部で実用

化 されている・ .ペ レット状のCFRP材料 を用い

ることに よ り、熱 可塑性 のみな らず熱硬化性

CFRPに も適用可能である。 しか し、その一方、

金型を用いるために形状やサイズに大きな市1約が

あ り、大型部材や複雑な形状の部材などへの適用

や、あるいは現場での組立:11程 などへの対応は難

しいのが現状であるc

これに対 して、あらか じめ板やシー ト状に加工

された樹脂・CFRPll半卜と金属材料との異材接合

が自]^能 な方法として、これまでに、接着剤を用い

る接着法、リベ ットなどの機 ll■ 的締結法、および

金属材料を加熱 して樹脂を局所的に溶融 して接合

する熱圧着 (融着)法 などが開発されてお り、一部

は実用化されているc

これらの接合法の特徴をまとめると表 1の よ

うになる。接着法と機械的締結法は、間接接合法

に分類され、それぞれ接着剤やリベット、ボル ト

などを介して金属とCFRPが接合され、熱 nl塑 性

CFRPお よび熱硬化性CFRPのいずれにも適用可

能であるc接着斉Jが用いられる接着法では、十分

な接合強度が得られるまでに一定の時間(接着剤

の硬化時間)が必要なことと、また有機溶媒の周

辺環境への影響、さらに接着剤の経年劣化などの

対策が必要である.機械的締結法においては、リ

ベットやボルトなどの副資 l・lコ ストや場合によっ

てはCFRP材の接合ii工程 (穴あけなど)が欠点と

工業材料22
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表 1 金属と樹脂 。CFRPと の異材接合法の特徴

消耗品 (接 着斉J)が必要

溶媒溶液の安全性

接着斉J固化時間の確保

継手形状、寸法の自由度大

熱可塑性および熱硬イヒ生樹脂に適用可

継手形状、寸法の自由度大

熱可塑性および熱硬イビ生樹脂に適用可

応力集中部の存在
気密性が不十分
リベット、ボル トなど

り′ヾット
ボル ト
かしめ

継手形状、寸法の自由度大

熱可塑性樹脂に適用

,肖 耗品が不要

部品形状、寸法の制約が大きしヽ小物部品の大量生産可能

熱可塑性および熱硬化性樹脂 に適用可インサー ト成形法

表 2 金属と熱可塑性樹脂 。CFRPと の直接接合に用いられる熱圧着法の種類とその特徴

111:||:|||1接 含法||:|||||||| ■憫熱 源|| ltlLI=||■ ■|■■備■考|■■■|■■|■

接
触
式

抵抗圧着 抵抗力日熱 金属
抵抗発熱による金属発熱体を被接合材金属に

ま甲し付けて加熱
点状 、線状連続、面状の重ね継手

超音波圧着 超音波カロ熱 金属 樹脂 CFRP 超音波振動子を押し付けてカロ熱 主 に点状重ね継手

卒擦圧着 摩擦加熱 金属 金属回転体を被接合材金属に押付けて加熱 点状 線1犬連続の重ね継手

非
接
触
式

葛周波圧着 高周波誘導加熱 金 属 高周波誘導コイルによ り被接合材金属を加熱
高周波誘導コイルにより加熱した金属体を被

接合材金属に押し付けて加熱することも可能

レーザ圧着 レーザ加熱 金 属
赤外線レーザビームを照射して被接合材金属

を加熱

透過明樹脂では樹脂倶Jか らの透過ビームで接

合界面を直接加熱することも可能

して指摘 されている。 しか し、いずれも板材の

金属 とCRFPを 確実に接合できるために、すでに

自動車車体に実用化されているc

一方、熱圧着 (熱融着)法 には、表 2に 示す よ

うに、加熱熱源が被接合材である金属に直接接触

して金属材料を加熱し、さらに金属の熱伝導によ

り接合界面の樹脂を局部的に加熱、溶融 して接合

する接触式の方法と、高周波誘導加熱により金属

を加熱する方法や、樹脂が透明な場合には樹脂を

透過 してレーザビームを照射 し、金属 との接合界

面で金属を加熱 して、その熱で樹脂を局所的に溶

融して接合する方法などの非接触式の方法がある。

これらの熱圧着法では、いずれの方法でも接合

可能な樹脂は熱可塑性樹脂に限定される.

最近では、接着剤やリベ ットなどを用いずに金

属と樹脂などを直接接合する方法が求められてお

り、熱圧着 (融着)法 において新 しい加熱源として、

レーザを用いる方法や摩擦発熱を用いる1方法が注

目されている。

本稿では、摩擦発熱を用いる方法について筆者

らの研究内容を中′いに紹介する。

日
摩擦重ね接合法の原理

加熱熱源 として摩擦エネルギーを利用する摩擦

2019年 5月号 (∨ o167 No5)

重ね接合法 (Friction Lap」 oining:FLJ)の 原理図

を図 1に 示す。金属 と樹脂 を重ねて金属の表面

に高速回転する棒状のツールを押 し付けることに

より、摩擦発熱により金属表面を加熱 し、その熱

伝導により接合界面の樹脂を溶融する方法
]で あ

る.ツ ールを移動させることにより金属/樹脂の

連続 した重ね継手が得 られ、密着性に優れ、かつ、

引張せん断試験では樹脂母材破断を示す良好な継

手強度が得 られる.

これまでにAl合金、Mg合金、炭素鋼、ステン

レス鋼、銅およびチタンにおいて樹脂材料 との接

合が確認されている。

日
摩擦重ね接合法の接合メカニズム

FL」 法は、その接合原理から熱可塑性樹脂に適

用され、熱硬化性樹脂への適用は困難である。さ

らに構造式中に極性官能基を有しているポリアミ

ド(PA)な どの樹脂は良好な接合性 を示すが、極

性官能基のないポリエテ レン(PE)や ポリプロピ

レン(PP)な どの樹脂の接合は困難であ り、樹脂

変性などの特別な対策が必要である。

図 2は、極性官能基であるC00H基 を有する

エチレンアクリル酸 コポリマー (EAA)と 極性官

能来を持たないポリエテレン(PE)の 2種類の熱口」
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熱硬イし性樹脂への適用困難

金型を用いる溶融樹脂の射出成形
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ツール回転  荷重

(b)接合機構

摩擦重ね接合法 (FL」 法 )

EAA樹脂
=

酸

回転ツール

(a)FL」 接合法概略図

図 1

1葺護

EAA

受入れ材
のまま

アリレマイト
皮膜

PE

受入れ材
のまま

アルマイト
皮膜

図 2 FL」 法における金属と樹脂との接合性に及ぼす
樹脂特性とAl合金の表面状態の影響

塑性樹脂 を用いてAl合 金A2017と の接合を行 っ

た結果であ り、得られた継手断面を示す・ c Al合

金の表面状態の影響についても、受人れのままの

状態と、表面に人工的に酸化アル ミニウム皮膜を

形成するポーラスアルマイ ト皮膜処JIlを 施 したも
のを比較検討 したものである.

極性官能基を有するEAAでは、Al合 金の表面

状態にかかわらず継手が形成され、継手引張せん

断試験では樹脂母材破断を呈する良好な接合継手

が得 られた。その一方、極性官能基がないPEで は、

Al合 金の表面状態が受入れ材のままでは溶融 し

たPEと Al合 金は接合されなかった.し かし、ポ
ーラスアルマイ ト皮膜処JIF材では接合が可能であ

り、かつ樹脂母材破断を示 し、良好な接合継手が

形成された.

図 3は 接 合界面 の高倍率透過型電 子顕微鏡

(AL03

勒 削 轍蜆 躙 躾 高連あ

`L制

旨薔I
水素結合はない

ポア内への
樹脂の侵入

アンカー作用
(機械的締結)

図 3 FL」 法によるEAA/受 入れ材AI合金継手 (a)、

およびPE/ポ ーラスアルマイト処理AI合金継
手 (b)お よび (c)の 接合界面の微綱構造と想定
される金属/樹脂の直接接合メカニズム

(TEM)観 察 結 果 を示 す。極 性 官 能基 で あ る

C00H基 を有す るEAAで は、 (a)に 示す ように

Al合金受入れ材表面に存在する数nm厚 さの酸化
アルミニウム層を介して接合されていたc接合 メ

カニズムとして図中に示すように、分極した極性

官能基と、同様に分lllKし ていると考えられる酸化
アルミニウム層との間で、強い静電引力による分

子間力 (水素結合力)に より接合されたと考えられ

る.一方、PEの場合では、 (b)に 示すようにポー

ラスアルマイト皮膜表面には多数の組1孔が存在し
てお り、(c)に示すようにさらに接合界面を拡大

すると、ナノサイズレベルの細了しの中に溶融した

PEが流入して固まった形跡 (接合界面の破線で円
った部分)が認められ、いわゅるアンカー作用が

発生し、機械的締結により接合されたことを示唆
している。1.

極性官能基の役割を確認するために、PEに 対
して大気中コロナ放電処理を行い、図 4に 示す

高速回転している丸棒状

1難よ鉛畠鰤 5擦
加圧して接合する

嘉で木lЧい1生争基
極(静電引力)↓   水素結合
る分子間力 Oδ   ↑
素結合力) AI・δ 財 ヒ物

接合界面構き アルマイト皮膜処理A合金

I業ll料
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‐―…PA6              ClS
―一 PE(受入れ材)    Ac_H,c_c

…… PE(コ ロナ放電処理材)

C―OH

〇=C―OH、、  ヽ ノヽl lIPE

295        290        285        280

結合エネルギー(eV)

図 4 コロナ放電処理によるPE表面への極性官能基

の付与 (XPS分析によるClsの 結合エネルギー

分布 )

ようにPE樹 脂表面に極性官能来であるC00H基
とCOH基 を付与 した後に、FLJ法 による接合を

行った.前処理なしのPEは接合できなかったが、

極性官能基 を付与 したPEは Al合金 と接合で き、

その継手引張試験では、図 5に示す ようにPE母

l・l破断を示す良好な継手が得 られたらなお、図中

のPA6は極性官能基CONH果 を有 してお り、前

処理なしで良好な接合性を示 したc

これらの結果より、Al合金 との直接接合には、

水素結合を形成するための樹脂の極性官能基が重

要な役害Jを 呆たしていることが分かる.

鉄鋼材拳卜として軟鋼やステ ンレス i■lと PA6と

の接合においても、り1張せん断試験で樹脂母材破

断を呈する良好な接合継手が得 られた・・ヽ .こ の

場合にも、接合界面には50～ 70nm厚 さの鉄酸化

物Fe304層 やステンレス鋼ではクロム酸化物層が

確認 されている.ま た、銅 とPA6と の接合 も■
l

能であ り、接合界面 には約 10nm厚 さの酸化物

Cu20層 が形成 された '。 いずれ も、これ ら数十

nm厚 さの酸化物層を介 してl_l脂 と直接接合 して

お り、Al合 金 と同様に水素結合による接合 メカ

ニズムが示唆されている.

さらにFLJ法 は、極性官能基を有する熱可塑性

樹脂をマ トリックス材料 とするCFRPと 金属 との

接合にも適用口]^能 である¨` Hc

図 6は、熱可塑性樹脂であるPA6を マ トリッ

クス樹脂として、射出成形により作 られた短繊維

C「RP板 (繊維径 5～ 10μ m、 繊維長200～ 300μ ln、

2019年 5月 号 (Vo167 No 5)

颯躇は マルチマテリアル化のための異材接合技術

A5052A合金、表直湿式研磨

父二 極性官能基あり
PA6母材破断

0

極性官能基あり

PE母材破 Lll

ニ
極性官能基なし

接合不可

ニ
PA6     PE     PE

受入ll材  受入ll材 コロナ放電
処理材

図 5 コロナ放電処理による極性官能基を付与 した

PEの AI合金A5052と の直接接合性の改善効果

(FL」 法による重ね継手引張せん断破断荷重)

添加量20質量%)と Al合 金A5052と のFL」 法によ

る重ね継手の接合界面組織であり、接合条件の最

適化によりCFRPの 一部母材破断を呈する良好な

継手が得られている=接合界面のTEM組織解析

により、接合はマ トリックス樹脂とAl合 金表面

の酸化皮膜 (こ の場合は、合金元素のMgが酸化

したMgO)と の 1判 の水素結合によると考えられ、

炭素繊維が直接、接合に寄与した形跡は認められ

ていない。むしろ炭素繊維は金属との接合を阻害

する傾向にあり、事実、炭素繊維の添加量を増加

すると継手接合強度は低 ドし、さらに連続繊維

CFRPで はAl合金との直接接合はできなかった。

これは、接着斉1の役割を呆たすマ トリックス樹脂

量が不足するためであるcし たがって、予めAl

合金との接合界面に十分な樹脂量が充填されるよ

うに工夫することにより、連続繊維CFRPと Al合

金との直接接合は可能であった。

以上のように、金属と樹脂との直接接合には、樹

脂の極性官能基と金属表面の酸化皮膜との間で作

用する水素結合力、ならびに金属表m~の 微小凹凸に

由来するアンカー作用による機械的締結力が接合

性に影響することが明らかになってきている“
~"。

1金属と樹脂・CFRPとの直接接合における

□ 接合継手強度の改善方法

1 シランカップリング反応を利用 した共有結合

の導入

さらなる接合強度の向 卜のためには、分子間力

（Ｚ
ざ

側
恒
五
呂
当
で
コ
懸
品
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炭素繊紅 長さ200～ 300μ m
直径 5～ 10μ m
添加量 20wtO。

マトリックス :熱可塑性樹脂

日へ6
(a)短繊維 CFRP板 (3mmt)

(b3)TEM EDX面 分析

(b)接合界面構造

図 6 FLJ法 によるAl合金 (A5052)と 熱可塑性PA6マ
トリックス短繊維CFRPと の直接接合継手と接
合界面構造

である水素結合力よりも強力な接合力が必要であ

り、その方法 として、例えばシランカップリング

反応を利用した化学結合力による接合が挙げられ

るDこ れは、金属表面に塗布されたシランカップリ

ング反応剤が加熱処理により金属表面の酸化皮膜

および樹脂の両方と化学結合を起こすものである.

図 7は、一例としてFLJ法 によるAl合金A5052

とPA6マ トリックス短繊維CFRPと の直接継手強

度に及ぼすシランカップリング処理の効果を示 し

ている.シ ランカップリング処理を施 したAl合金

との継手は引張せん断試験によりCFRP母材破断

を示 し、その接合強度は接合界面破断を呈 した水

素結合力による継手強度の約2倍 まで増加 したB'c

また鉄鋼材料に対 しても同様の有効性が確認され

26

0

9:塁雲暑
材

向 T
× 界面破 LIF

#300    シランカップ
湿式研磨   リンクlfl理

(a)継手∃張せん断破LIF荷重

湿式研磨処理  | シラン処理
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(c)シラン処理材の
接合界画構造模式図

図 7 FL」法によるAl合金A5052と 熱可塑性 PA6マ ト

リックス短繊維CFRPと の直接接合性に及ぼす
Al合金表面のシランカップリング処理の効果
とその接合メカニズム

ている.

2.ア ンカー作用を利用 した機械的締結力の導入

射出成形の一種であるインサー ト接合法におい

ては、特殊な表面処理法 (化成処理によるエ ッチ

ング)に よって金属表面に予め数 卜～数 百nm径
の多数の微細 な孔 を形成 して接合することによ

り、孔内へ溶融樹脂が侵人し岡化することによる

アンカー作用で高い接合強度が得 られてお り、す

でに実用化も始まっている1・ 1・
。また、ポーラス

な皮膜の形成も有効である・ 。すでに図 3で述べ

たポーラスアルマイ ト皮膜は数十nmサ イズのア

ンカー作用の例である。

最近では、レーザビーム照射により金属表面に

細い溝状の模様を規則的に形成 してアンカー効果

を発揮 させる方法が注 目されている ]Ⅲ
。また、細

く絞ったレーザビームを高速で金属表面に照射 し

て局所溶融 させ ると、例えばAI合 金A5052に 対

して図 8(a)に 示すような数十～数百μmサ ィズ

の複雑な凹凸形状の友面溶融部が得られるcこ れ

がアンカー作用を有効に発揮する新しい表面処理

法として提案されている「・ "。

図 8(b)は 、(a)に対 してFL」法でPA6マ トリッ

クス短繊維CFRPを 直接接合した接合界面組織で

ある。Al合金表面の深さ約 100μ mの 細長い細孔

の先端部にまで溶融した樹脂が浸人しており、接
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合継手の引張せん断試験では図 8(c)に示すよう

にCFRP母材破断を呈し、優れたアンカー効果を

示した.

このようなアンカー効果は継手の静的強度のみ

ならず、熱疲労特性などにも有効とされている。

日
おわ りに

金属 と樹脂・CFRPと の直接異材接合技術の現

状について、最近の話題 も含めて概略を紹介する

と共に、熱月1着法の一種である摩擦重ね接合法に

ついて、その接合メカニズムと接合継手強度に及

ぼす接合因子の影響について解説 した。マルチマ

テリアル化のためには、接合プロセスのマルチ化

は必須であ り、本稿で述べた接合メカニズムは摩

擦重ね接合法に限定 したものではなく、熱圧着法

に共通 したものと考えられ、当該分野の関係者の

一助 となれば幸いである。

なお、本稿の一部は、NEDO受託7研究事業「革

新的新構造材料等技術開発」による成果であるc
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