
 

CFRP/CFRTPとマルチマテリアルの接合 

Joining of CFRP/CFRTP and Multi-Material 
 
まえがき 

 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は，高比強度・高比剛性および高耐食性を有するため，航空機やスポーツ用品

に大量に使用されており，今後は自動車等の輸送機器や産業機器等への適用が活発に検討されている。しかし，CFRP
の更なる普及を妨げる要因の一つは高い材料および製造コストであるが，これらに加え，耐摩耗性や耐熱性，さらに剛

性不足やリサイクル性が低いなど課題が多い．CFRP は母材樹脂の違いにより、熱硬化性 CFRP（CFRTS）と熱可塑性

CFRP（CFRTP）の二つに大別され，CFRTS は従来から多用されてきている信頼性の高い複合材料であり，一方 CFRTP
は生産性・耐衝撃性・再利用性に優れた複合材料であり，CFRP の量産化と環境適合化において近年再注目されてきて

いる．しかし，CFRP の量産化のための生産性向上や低コスト化が進められているが，鋼やアルミニウムなどの金属材

料に対してコスト性能で CFRP が上回ることは非常に難しいのが実情である．そこで，CFRP の需要拡大を目指し，CFRP
と金属との異材接合によるマルチマテリアル化に大きな期待が高まっている．しかし，CFRP と金属のマルチマテリア

ル化には，異材接合の強度信頼性の向上，ガルバニック腐食対策，さらに廃棄処理時の分解性の改善など，様々な課題

が山積している．これらの難問に対して，金属屋から，CFRP 屋から，また力学屋から，化学屋から，相互に探究する

ことが求められる．CFRP は炭素繊維と樹脂の二つの材料の複合化に留まらず，金属との接合も加わり，「CFRP ものづ

くり」は今まさに変革期を迎えようとしている。 
 本講座では，高分子複合材料と金属とのマルチマテリアル化において重要な接合技術に着目し，当該分野で活躍され

ている 3 名の研究者にお願いし，下記のように CFRP と金属との多様な接合技術を分かりやすく解説頂いております．

いわゆる教科書的な内容ではなく，最新の研究事例を挙げ，より実践的で先端的な内容をピックアップしていただき，

「材料」の講座として相応しい読み応えのある内容です．複合材料分野でご活躍の技術者・研究者の方々のみならず，

金属や高分子等を専門とされる方々に対しても，さらに「異なる材料とのつながり」を担える本学会の会員の皆様にお

いても，本講座が有益なものとなることを期待しております． 
 第１回 「CFRP/金属異種材の摩擦重ね接合」  大阪大学 中田一博氏 
 第２回 「CFRTP と Al の異種接合」  早稲田大学 細井厚志氏 
 第３回 「CFRP/金属との接着接合」  東京工業大学 佐藤千明氏 
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1． 緒   言 
自動車などの車体軽量化のために，構造用材料のマル

チマテリアル化が注目されている．このためには，異な

る材料を組合せて接合する，いわゆる異種材接合技術が

必要不可欠となっている1)-4）．特に，最近ではアルミニ

ウム合金やマグネシウム合金などの軽量金属材料と共

に，樹脂材料や炭素繊維強化樹脂（CFRP）の適用も実

用化されてきている．本稿では，特にCFRP/金属の異種

材接合に注目し，著者らの研究成果を中心に，その直接

接合特性について紹介する． 
 

2.樹脂・CFRP/金属の異種材接合の現状 
構造用材料は，金属材料，高分子材料，およびセラミ

ックス材料に大別される．このうち主要な構造用材料で

ある金属材料では，炭素鋼や合金鋼などの鉄鋼材料同士

や，異なる種類のアルミニウム合金間などの同種金属を
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3.3 樹脂の極性官能基の作用 
熱圧着法の一種である摩擦重ね接合法による樹脂/金属

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 7）．樹脂材料には，熱可塑性樹脂の中から，

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），また極性官能基の無い無極性 
 

 
 
図 3 摩擦重ね接合法による熱可塑性樹脂/アルミニウ

ム合金 A2017 の異種材接合継手断面形 
 
樹脂としてポリエチレン（PE）を用いた．板厚はいずれ

も 3mm である．図 3 に，これら樹脂と表面研磨を行っ

たアルミニウム合金 A2017（板厚 2mm）との重ね接合継

手の断面マクロ組織を示す．EAA では回転ツール径

15mm にほぼ相当する接合幅（ツール加圧部）でアルミ

ニウム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，アルミニウム合金と

は接合されなかった．この結果は，樹脂/金属の直接接合

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．図 4(a)はコロナ放電処

理後の PE 表面の XPS 分析による C(1s)の化学結合エネ

ルギー分布を示す．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C-OH基およびCOOH基が形成

された．また比較材として用いたポリアミド（PA6）は

元から極性官能基として CONH 基を有するものである．

コロナ放電処理後，直ちにアルミニウム合金 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 4(b)に示す．コロナ放電処理により 
 

 
 
図4 (a)PE樹脂の表面特性に及ぼすコロナ放電処理の効

果および(b)PE樹脂/アルミニウム合金A5052の直接接合

性に及ぼすコロナ放電処理の効果 
 

PE 表面に極性官能基を付与することによりアルミニウ

ム合金との接合が可能となり，さらに継手引張せん断試

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．また極性官能基を有する PA6 も接合継手は樹脂母材

破断を示した．これらの結果からアルミニウム合金との

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分かる． 
 
3.4 樹脂/金属の直接接合界面構造 
図 5(a)は EAA 板とアルミニウム合金 A2017 板との重

ね継手接合界面の TEM 組織である 7)．アルミニウム合

金の界面には厚さ 6nm程度の酸化皮膜Al2O3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．

この観察結果より推察される接合機構の模式図を図中

(b)に示す．EAA 樹脂は極性官能基（COOH 基）を有し

ており，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，このときに作用する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推察さ

れている．また，Al-Mg 合金である A5052 と樹脂 PA6
との接合界面では，合金元素である Mg が優先的に酸化

されて，数十 nm 厚さの酸化皮膜 MgO が接合界面に形

成され，これを介して両者が接合されていた 8）．  
 

 
 
図5 (a)摩擦重ね接合法によるEAA樹脂/アルミニウム

合金A2017の直接接合継手のTEM微細界面構造および

(b)想定される接合機構模式図 
 
アルミニウム合金以外の金属と樹脂 PA6 との摩擦重

ね接合では，鉄鋼材料である低炭素冷延鋼板（SPCC）
およびステンレス鋼（SUS304）との間で，良好な接合継

手が得られている．図 6(a)および(b)は，それぞれ PA6 と

SPCC および SUS304 との接合界面の TEM 像である．

PA6/SPCC 界面では厚さ約 70nm の酸化皮膜 Fe3O49），ま

た PA6/SUS304 10）では約 5nm 厚さの酸化皮膜 Cr2O3（一

部に CrO(OH)）をそれぞれ介して接合されていた．いず

れもアルミニウム合金の場合と同様に酸化皮膜を介し

ており，極性官能基の有する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． 
 

  
図6 摩擦重ね接合法による鉄鋼材料／PA6樹脂継手の

TEM接合界面構造,(a)SPCC/PA6,(b)SUS304/PA6  

基とした合金間の組合せでは，既に接合技術が確立され

ている．一方，金属同士の接合であっても，鉄/アルミニ

ウムや鉄/チタンなどのように硬くて脆い金属間化合物

を形成しやすい異種金属間の組合せでは，接合が難しい

ものが多く，その技術開発が進められている．一方，金

属/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接合では，両者は基本的には直接

的に結合できないので，新しい発想からのアプローチが

求められる．樹脂・CFRP/金属の接合がこれに該当し，

その接合技術の開発が期待されている． 
 表1は，各種異種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．間接接合法である接着法や機

械的締結法は，それぞれ接着剤やリベット・ボルトなど

の締結材を用いた接合法であり，被接合材の材料構造に

は関係しないために，樹脂・CFRP/金属を含めた幅広い

組合せに適用可能な異種材接合法として，実用化されて

いる．一方，直接接合法は，金属材料同士の組合せは比

較的容易であるが，樹脂・CFRP/金属や金属/セラミック

スの組合せへの適用は困難である．しかし，レーザ溶接

や固相接合法である摩擦攪拌接合(FSW)では，樹脂を加

熱する加熱源として活用することで樹脂・CFRP/金属の

異種材接合への適用が可能となっている． 
 表2は，実用化されている樹脂・CFRP/金属の異種材接

合法の特徴をまとめたものである．金属と高分子材料間

の異種材接合は，材料構造が基本的に異なるために困難

である．しかし，幾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，  
 

表1 接合プロセスの異種材接合への適用性 
 

 
 

表2 樹脂/金属の実用異種材接合法の特徴 
 

 
 
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，熱可塑性および熱硬化性の樹脂・CFRPに適

用可能であり，既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

接的な接合法である．このうち，前者は熱可塑性の樹

脂・CFRPに対して適用でき，適当な加熱源を用いて樹

脂を溶融して接合する．また後者は,予め金型内に金属部

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，熱可塑性

および熱硬化性の両方の樹脂・CFRPに適用されている．  
 
3. 摩擦発熱を利用した熱可塑性樹脂・CFRTP/金属の直

接接合法 
3.1 熱可塑性樹脂/金属の直接接合機構 
金属の材料構造は金属結合であり，高分子材料のそれ

は共有結合である．そのために両者の直接接合は困難で

ある．一方，接着の接合機構では，例えば，分子間力と

してのファンデルワールス力や水素結合，化学的結合力

としての共有結合，機械的結合力としてのアンカー効果

などの幾つかの接合機構が作用しているとされている．

本稿では，熱圧着法の一種である，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と，推察

される接合機構を検証した結果を紹介する． 
3.2 摩擦重ね接合法の原理 
図1は，摩擦重ね接合法の原理図である．回転ツール

の先端にはプローブが無く，フラットな形状であり，こ

れを上板である金属板に押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CFRTP板の接合界面を局所的に溶融して接合する方

法である5),6）．接合部の加熱温度履歴は，ツール回転速

度，接合速度（ツール移動速度）およびツール押付け条

件によって制御される． 
 

 
 

図1 摩擦重ね接合法の原理図 
 
図2に，ツール通過部の重ね接合界面部に予め設置し

た熱電対により測定した温度履歴の一例を示す．接合速

度が低速度と高速度の例である．短繊維熱可塑性CFRTP/
アルミニウム合金との重ね継手である．接合界面部の温

度は，接合条件や金属材料により異なるが，樹脂の溶融

温度を超えてその分解温度にまで達する．低速度で加熱

時間が長すぎる場合は接合界面にボイドが発生し，樹脂

の強度低下が認められるが，逆に高速度で短すぎる場合

には溶融樹脂の濡れが不十分となる．すなわち，ボイド

の発生および樹脂の劣化を抑制し，溶融樹脂の十分な濡

れ広がりのために適正な接合条件の選定が必要となる．  
 

 
 

図2 摩擦重ね接合中の接合界面近傍の温度履歴例 

480 中　　田　　一　　博

09-13001-(p.479-484).indd   480 2020/04/17   15:26:58



3.3 樹脂の極性官能基の作用 
熱圧着法の一種である摩擦重ね接合法による樹脂/金属

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 7）．樹脂材料には，熱可塑性樹脂の中から，

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），また極性官能基の無い無極性 
 

 
 
図 3 摩擦重ね接合法による熱可塑性樹脂/アルミニウ

ム合金 A2017 の異種材接合継手断面形 
 
樹脂としてポリエチレン（PE）を用いた．板厚はいずれ

も 3mm である．図 3 に，これら樹脂と表面研磨を行っ

たアルミニウム合金 A2017（板厚 2mm）との重ね接合継

手の断面マクロ組織を示す．EAA では回転ツール径

15mm にほぼ相当する接合幅（ツール加圧部）でアルミ

ニウム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，アルミニウム合金と

は接合されなかった．この結果は，樹脂/金属の直接接合

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．図 4(a)はコロナ放電処

理後の PE 表面の XPS 分析による C(1s)の化学結合エネ

ルギー分布を示す．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C-OH基およびCOOH基が形成

された．また比較材として用いたポリアミド（PA6）は

元から極性官能基として CONH 基を有するものである．

コロナ放電処理後，直ちにアルミニウム合金 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 4(b)に示す．コロナ放電処理により 
 

 
 
図4 (a)PE樹脂の表面特性に及ぼすコロナ放電処理の効

果および(b)PE樹脂/アルミニウム合金A5052の直接接合

性に及ぼすコロナ放電処理の効果 
 

PE 表面に極性官能基を付与することによりアルミニウ

ム合金との接合が可能となり，さらに継手引張せん断試

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．また極性官能基を有する PA6 も接合継手は樹脂母材

破断を示した．これらの結果からアルミニウム合金との

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分かる． 
 
3.4 樹脂/金属の直接接合界面構造 
図 5(a)は EAA 板とアルミニウム合金 A2017 板との重

ね継手接合界面の TEM 組織である 7)．アルミニウム合

金の界面には厚さ 6nm程度の酸化皮膜Al2O3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．

この観察結果より推察される接合機構の模式図を図中

(b)に示す．EAA 樹脂は極性官能基（COOH 基）を有し

ており，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，このときに作用する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推察さ

れている．また，Al-Mg 合金である A5052 と樹脂 PA6
との接合界面では，合金元素である Mg が優先的に酸化

されて，数十 nm 厚さの酸化皮膜 MgO が接合界面に形

成され，これを介して両者が接合されていた 8）．  
 

 
 
図5 (a)摩擦重ね接合法によるEAA樹脂/アルミニウム

合金A2017の直接接合継手のTEM微細界面構造および

(b)想定される接合機構模式図 
 
アルミニウム合金以外の金属と樹脂 PA6 との摩擦重

ね接合では，鉄鋼材料である低炭素冷延鋼板（SPCC）
およびステンレス鋼（SUS304）との間で，良好な接合継

手が得られている．図 6(a)および(b)は，それぞれ PA6 と

SPCC および SUS304 との接合界面の TEM 像である．

PA6/SPCC 界面では厚さ約 70nm の酸化皮膜 Fe3O49），ま

た PA6/SUS304 10）では約 5nm 厚さの酸化皮膜 Cr2O3（一

部に CrO(OH)）をそれぞれ介して接合されていた．いず

れもアルミニウム合金の場合と同様に酸化皮膜を介し

ており，極性官能基の有する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． 
 

  
図6 摩擦重ね接合法による鉄鋼材料／PA6樹脂継手の

TEM接合界面構造,(a)SPCC/PA6,(b)SUS304/PA6  

基とした合金間の組合せでは，既に接合技術が確立され

ている．一方，金属同士の接合であっても，鉄/アルミニ

ウムや鉄/チタンなどのように硬くて脆い金属間化合物

を形成しやすい異種金属間の組合せでは，接合が難しい

ものが多く，その技術開発が進められている．一方，金

属/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接合では，両者は基本的には直接

的に結合できないので，新しい発想からのアプローチが

求められる．樹脂・CFRP/金属の接合がこれに該当し，

その接合技術の開発が期待されている． 
 表1は，各種異種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．間接接合法である接着法や機

械的締結法は，それぞれ接着剤やリベット・ボルトなど

の締結材を用いた接合法であり，被接合材の材料構造に

は関係しないために，樹脂・CFRP/金属を含めた幅広い

組合せに適用可能な異種材接合法として，実用化されて

いる．一方，直接接合法は，金属材料同士の組合せは比

較的容易であるが，樹脂・CFRP/金属や金属/セラミック

スの組合せへの適用は困難である．しかし，レーザ溶接

や固相接合法である摩擦攪拌接合(FSW)では，樹脂を加

熱する加熱源として活用することで樹脂・CFRP/金属の

異種材接合への適用が可能となっている． 
 表2は，実用化されている樹脂・CFRP/金属の異種材接

合法の特徴をまとめたものである．金属と高分子材料間

の異種材接合は，材料構造が基本的に異なるために困難

である．しかし，幾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，  
 

表1 接合プロセスの異種材接合への適用性 
 

 
 

表2 樹脂/金属の実用異種材接合法の特徴 
 

 
 
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，熱可塑性および熱硬化性の樹脂・CFRPに適

用可能であり，既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

接的な接合法である．このうち，前者は熱可塑性の樹

脂・CFRPに対して適用でき，適当な加熱源を用いて樹

脂を溶融して接合する．また後者は,予め金型内に金属部

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，熱可塑性

および熱硬化性の両方の樹脂・CFRPに適用されている．  
 
3. 摩擦発熱を利用した熱可塑性樹脂・CFRTP/金属の直

接接合法 
3.1 熱可塑性樹脂/金属の直接接合機構 
金属の材料構造は金属結合であり，高分子材料のそれ

は共有結合である．そのために両者の直接接合は困難で

ある．一方，接着の接合機構では，例えば，分子間力と

してのファンデルワールス力や水素結合，化学的結合力

としての共有結合，機械的結合力としてのアンカー効果

などの幾つかの接合機構が作用しているとされている．

本稿では，熱圧着法の一種である，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と，推察

される接合機構を検証した結果を紹介する． 
3.2 摩擦重ね接合法の原理 

図1は，摩擦重ね接合法の原理図である．回転ツール

の先端にはプローブが無く，フラットな形状であり，こ

れを上板である金属板に押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CFRTP板の接合界面を局所的に溶融して接合する方

法である5),6）．接合部の加熱温度履歴は，ツール回転速

度，接合速度（ツール移動速度）およびツール押付け条

件によって制御される． 
 

 
 

図1 摩擦重ね接合法の原理図 
 
図2に，ツール通過部の重ね接合界面部に予め設置し

た熱電対により測定した温度履歴の一例を示す．接合速

度が低速度と高速度の例である．短繊維熱可塑性CFRTP/
アルミニウム合金との重ね継手である．接合界面部の温

度は，接合条件や金属材料により異なるが，樹脂の溶融

温度を超えてその分解温度にまで達する．低速度で加熱

時間が長すぎる場合は接合界面にボイドが発生し，樹脂

の強度低下が認められるが，逆に高速度で短すぎる場合

には溶融樹脂の濡れが不十分となる．すなわち，ボイド

の発生および樹脂の劣化を抑制し，溶融樹脂の十分な濡

れ広がりのために適正な接合条件の選定が必要となる．  
 

 
 

図2 摩擦重ね接合中の接合界面近傍の温度履歴例 
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ム合金 A5052 の表面に予めシランカップリング剤（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，短繊維 CFRTP との摩擦重ね接

合を行った結果である 13)．シランカップリング処理は，

アルミニウム合金板を処理水溶液に浸漬した後に，加熱

乾燥することで表面に極薄い反応層が形成される．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(b)に示すように，無

処理の場合の接合界面破断から CFRTP 母材破断へと移

行した．この場合の接合機構は，(c) に模式的に示すよ

うに，シラン反応層を介して CFRTP のマトリックス樹

脂の極性官能基とアルミニウム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，高い継手強度を示したと考えられる．このよう

な効果は，鉄鋼材料(SPCC,SUS304)に対しても有効であ

った． 
 

 
 
図10 摩擦重ね接合法による短繊維熱可塑性CFRTP/ア
ルミニウム合金A5052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 
 
 3.7 金属表面の粗面化によるアンカー効果の作用 
 樹脂/金属の直接接合機構には，古くから金属表面の凹

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，その接合力は，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付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，最近ではレーザ表面処理法が新しい方法と

して注目されている 14）． 
アンカー効果を示した摩擦重ね接合の一例を図 11 に

示す．アルミニウム合金 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結果である．

無極性の PE 樹脂は皮膜処理の無いアルミニウム合金板

とは接合できない((a))が，ポーラスアルマイト皮膜を形

成したアルミニウム合金板とは接合が可能となり((b))，
継手引張せん断試験では PE 母材部破断を示す良好な接

合継手が得られた．(c)は，この場合の接合界面のTEM 組
織である 7)．接合界面では，溶融した PE 樹脂がポーラ

スアルマイト皮膜中の数十 nm 径のポア内に浸入してお

り，このアンカー作用によって極性官能基の無い PE 樹

脂でも直接接合が可能となっている． 

 
 
図11 摩擦重ね接合法による無極性PE樹脂/アルミニウ

ム合金A2017の直接接合性に及ぼすポーラスアルマイト

皮膜処理の効果 
 
母材強度が高い CFRTP に対しては，アンカー効果が

より効果的に働くような表面処理法が検討されてきて

いる．例えば，エッチング法では，微小な凹凸を金属表

面に緻密に形成し，その凹凸深さが数十 nm から数百 nm
サイズの方法 15）と，数十 μm から数百 μm サイズの方

法16）などが実用化され，金型を用いるインサート接合法

に適用されている． 
また，より複雑な凹凸形状を形成する方法がレーザ処

理法で検討されている．細く絞ったレーザビームを高速

度でスキャンしてアルミニウム合金板表面に多重照射

し，図 12(a)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）17）がある．この面を接合

界面とした PA6 樹脂をマトリックスとする短繊維熱可

塑性 CFRTP との摩擦重ね接合では，(b)に示すように深

さ約 100μm 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 CFRTP 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則的な格

子状の凹凸パターンを形成する方法なども注目され

ている 14）． 
 

 
 
図12 (a)レーザ表面処理（DLAMP処理）を行ったアル

ミニウム合金A5052の表面形態と(b)摩擦重ね接合法に

よる短繊維熱可塑性CFRTP/DRANP処理材における直接

接合界面組織 
 

4.おわりに 
本稿では，車体軽量化の観点から，最近特に注目され

ている金属と樹脂・CFRP との異種材接合技術について，

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その接合継手特性と接合機構な

どについて紹介したものである．読者の方々の一助とな

れば幸いである．なお CFRP/金属異種材接合に関する研

究成果の一部は NEDO 未来開拓研究「革新的新材料等研

究開発」によるものであり，謝意を表します． 
 
 
 
 

3.5 熱可塑性CFRTP/金属の直接接合界面構造 
 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 CFRTP と金属との直接接

合も可能となる 10)-13）．図 7 は，エメリー研磨紙#800 によ

り表面湿式研磨したアルミニウム合金 A5052 板と熱可塑

性 CFRTP 板との摩擦重ね接合界面組織を示す 12）．CFRTP
板は(a)に示すように極性官能基を有する熱可塑性樹脂  
 

 
 
図7 摩擦重ね接合法による短繊維熱可塑性CFRTP/アル

ミニウム合金A5052の直接接合継手のTEM微細界面構造，

(a)CFRTP母材ミクロ組織，(b)接合界面SEM組織，(c)接
合界面TEM組織 
 
PA6 をマトリックスとした短繊維の炭素繊維（約 200μm
長，5-10μm 径）を 20wt％複合化した熱可塑性 CFRTP 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(c)の TEM 像に示すように，アルミニウム合金

表面に形成された数十～100nm 厚さの酸化皮膜 MgO と

極性官能基（CONH 基）を有するマトリックス樹脂であ

る PA6 が同様の接合機構で酸化皮膜を介して接合され

ていた．一方，炭素繊維とアルミニウム合金との間の反

応は確認されなかった．このことは，炭素繊維の添加量

が多くなるとアルミニウム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いる．特に連続繊

維 CFRTP では，図 8(a)の模式図に示すように接合界面に

炭素繊維が連続して並ぶために接合が難しくなる．しか

し，図 8(b)のように予め接合界面に適当な厚さの極性官能

基を有する熱可塑性樹脂シートをインサート材として挟

むことにより，連続繊維 CFRTP に対しても直接接合が

可能になることが確認されている．図 8(c)は 200μm 厚さ 
 

 
 
図 8 連続繊維熱可塑性 CFRTP/金属（SPCC）の直接接

合性に及ぼすインサート材の効果，(a)インサート材なし，

(b)インサート材有り，(c)インサート材 PA6 フィルムを

用いた場合の摩擦重ね接合界面組織 

の PA6 シート材を予め接合界面に挟み込んで，PA6 マト

リックス連続繊維 CFRTP/鉄鋼 SPCC の摩擦重ね接合を

行った接合界面のミクロ組織である．PA6 シート材は溶

融して連続繊維 CFRTP と接合されている．さらに，こ

のインサート樹脂シート材に絶縁材としての役割を持

たすことも可能である． 
図 9 は，図 7 で用いた同じ短繊維 CFRTP に対して，

その直接接合性に及ぼすアルミニウム合金 A5052 の表

面処理の影響を PA6 と比較したものであり，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，強

度が高い CFRTP 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，CFRTP 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．アルミニウム合金側の接合界面の SEM 像を見

ると，未処理材ではアルミニウム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，CFRTP 母材（被接合材である CFRTP 自体）

が層間剥離を起こして引きちぎられて，その一部がアル

ミニウム合金表面に強く固着している様子が分かる．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

アンカー効果及び接合面積の増加などがあげられる．し

かし，この場合の接合界面構造はまさしく図 7 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 CFRTP 母材の部分層間剥離を引き起こすことが限界

と考えられる． 
 

  
 
図9 アルミニウム合金A5052/短繊維熱可塑性CFRTP及
びPA6樹脂の摩擦重ね接合継手の接合強度に及ぼす各種

表面処理の影響 
 
3.6 金属表面のシランカップリング処理による化学結

合の作用 
 熱可塑性樹脂・CFRTP/金属の直接接合には，強い分子

間力である水素結合力が主に作用していると推察され

るが，その継手強度には限界がある．分子間力に代わる，

より強力な結合機構には化学結合やアンカー効果が考

えられる．このうち化学結合の導入については，樹脂/
金属の直接化学結合は困難なために，化学結合が可能と

なるような何らかの反応層を，予め金属表面に形成する

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 10 は，アルミニウ
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ム合金 A5052 の表面に予めシランカップリング剤（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，短繊維 CFRTP との摩擦重ね接

合を行った結果である 13)．シランカップリング処理は，

アルミニウム合金板を処理水溶液に浸漬した後に，加熱

乾燥することで表面に極薄い反応層が形成される．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(b)に示すように，無

処理の場合の接合界面破断から CFRTP 母材破断へと移

行した．この場合の接合機構は，(c) に模式的に示すよ

うに，シラン反応層を介して CFRTP のマトリックス樹

脂の極性官能基とアルミニウム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，高い継手強度を示したと考えられる．このよう

な効果は，鉄鋼材料(SPCC,SUS304)に対しても有効であ

った． 
 

 
 
図10 摩擦重ね接合法による短繊維熱可塑性CFRTP/ア
ルミニウム合金A5052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 
 
 3.7 金属表面の粗面化によるアンカー効果の作用 
 樹脂/金属の直接接合機構には，古くから金属表面の凹

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，その接合力は，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付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，最近ではレーザ表面処理法が新しい方法と

して注目されている 14）． 
アンカー効果を示した摩擦重ね接合の一例を図 11 に

示す．アルミニウム合金 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結果である．

無極性の PE 樹脂は皮膜処理の無いアルミニウム合金板

とは接合できない((a))が，ポーラスアルマイト皮膜を形

成したアルミニウム合金板とは接合が可能となり((b))，
継手引張せん断試験では PE 母材部破断を示す良好な接

合継手が得られた．(c)は，この場合の接合界面のTEM 組
織である 7)．接合界面では，溶融した PE 樹脂がポーラ

スアルマイト皮膜中の数十 nm 径のポア内に浸入してお

り，このアンカー作用によって極性官能基の無い PE 樹

脂でも直接接合が可能となっている． 

 
 
図11 摩擦重ね接合法による無極性PE樹脂/アルミニウ

ム合金A2017の直接接合性に及ぼすポーラスアルマイト

皮膜処理の効果 
 
母材強度が高い CFRTP に対しては，アンカー効果が

より効果的に働くような表面処理法が検討されてきて

いる．例えば，エッチング法では，微小な凹凸を金属表

面に緻密に形成し，その凹凸深さが数十 nm から数百 nm
サイズの方法 15）と，数十 μm から数百 μm サイズの方

法16）などが実用化され，金型を用いるインサート接合法

に適用されている． 
また，より複雑な凹凸形状を形成する方法がレーザ処

理法で検討されている．細く絞ったレーザビームを高速

度でスキャンしてアルミニウム合金板表面に多重照射

し，図 12(a)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）17）がある．この面を接合

界面とした PA6 樹脂をマトリックスとする短繊維熱可

塑性 CFRTP との摩擦重ね接合では，(b)に示すように深

さ約 100μm 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 CFRTP 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則的な格

子状の凹凸パターンを形成する方法なども注目され

ている 14）． 
 

 
 
図12 (a)レーザ表面処理（DLAMP処理）を行ったアル

ミニウム合金A5052の表面形態と(b)摩擦重ね接合法に

よる短繊維熱可塑性CFRTP/DRANP処理材における直接

接合界面組織 
 

4.おわりに 
本稿では，車体軽量化の観点から，最近特に注目され

ている金属と樹脂・CFRP との異種材接合技術について，

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その接合継手特性と接合機構な

どについて紹介したものである．読者の方々の一助とな

れば幸いである．なお CFRP/金属異種材接合に関する研

究成果の一部は NEDO 未来開拓研究「革新的新材料等研

究開発」によるものであり，謝意を表します． 
 
 
 
 

3.5 熱可塑性CFRTP/金属の直接接合界面構造 
 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 CFRTP と金属との直接接

合も可能となる 10)-13）．図 7 は，エメリー研磨紙#800 によ

り表面湿式研磨したアルミニウム合金 A5052 板と熱可塑

性 CFRTP 板との摩擦重ね接合界面組織を示す 12）．CFRTP
板は(a)に示すように極性官能基を有する熱可塑性樹脂  
 

 
 
図7 摩擦重ね接合法による短繊維熱可塑性CFRTP/アル

ミニウム合金A5052の直接接合継手のTEM微細界面構造，

(a)CFRTP母材ミクロ組織，(b)接合界面SEM組織，(c)接
合界面TEM組織 
 
PA6 をマトリックスとした短繊維の炭素繊維（約 200μm
長，5-10μm 径）を 20wt％複合化した熱可塑性 CFRTP 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(c)の TEM 像に示すように，アルミニウム合金

表面に形成された数十～100nm 厚さの酸化皮膜 MgO と

極性官能基（CONH 基）を有するマトリックス樹脂であ

る PA6 が同様の接合機構で酸化皮膜を介して接合され

ていた．一方，炭素繊維とアルミニウム合金との間の反

応は確認されなかった．このことは，炭素繊維の添加量

が多くなるとアルミニウム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いる．特に連続繊

維 CFRTP では，図 8(a)の模式図に示すように接合界面に

炭素繊維が連続して並ぶために接合が難しくなる．しか

し，図 8(b)のように予め接合界面に適当な厚さの極性官能

基を有する熱可塑性樹脂シートをインサート材として挟

むことにより，連続繊維 CFRTP に対しても直接接合が

可能になることが確認されている．図 8(c)は 200μm 厚さ 
 

 
 
図 8 連続繊維熱可塑性 CFRTP/金属（SPCC）の直接接

合性に及ぼすインサート材の効果，(a)インサート材なし，

(b)インサート材有り，(c)インサート材 PA6 フィルムを

用いた場合の摩擦重ね接合界面組織 

の PA6 シート材を予め接合界面に挟み込んで，PA6 マト

リックス連続繊維 CFRTP/鉄鋼 SPCC の摩擦重ね接合を

行った接合界面のミクロ組織である．PA6 シート材は溶

融して連続繊維 CFRTP と接合されている．さらに，こ

のインサート樹脂シート材に絶縁材としての役割を持

たすことも可能である． 
図 9 は，図 7 で用いた同じ短繊維 CFRTP に対して，

その直接接合性に及ぼすアルミニウム合金 A5052 の表

面処理の影響を PA6 と比較したものであり，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，強

度が高い CFRTP 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，CFRTP 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．アルミニウム合金側の接合界面の SEM 像を見

ると，未処理材ではアルミニウム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，CFRTP 母材（被接合材である CFRTP 自体）

が層間剥離を起こして引きちぎられて，その一部がアル

ミニウム合金表面に強く固着している様子が分かる．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

アンカー効果及び接合面積の増加などがあげられる．し

かし，この場合の接合界面構造はまさしく図 7 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 CFRTP 母材の部分層間剥離を引き起こすことが限界

と考えられる． 
 

  
 
図9 アルミニウム合金A5052/短繊維熱可塑性CFRTP及
びPA6樹脂の摩擦重ね接合継手の接合強度に及ぼす各種

表面処理の影響 
 
3.6 金属表面のシランカップリング処理による化学結

合の作用 
 熱可塑性樹脂・CFRTP/金属の直接接合には，強い分子

間力である水素結合力が主に作用していると推察され

るが，その継手強度には限界がある．分子間力に代わる，

より強力な結合機構には化学結合やアンカー効果が考

えられる．このうち化学結合の導入については，樹脂/
金属の直接化学結合は困難なために，化学結合が可能と

なるような何らかの反応層を，予め金属表面に形成する

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 10 は，アルミニウ
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