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摩擦重ね接合による Mg 添加量の異なる種々の
アルミニウム合金／樹脂の直接異材接合＊
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Direct dissimilar joining of aluminum alloys and polyamide 6 by friction lap joining＊
by NAGATSUKA Kimiaki＊＊, ONODA Toshiki＊＊＊ OKADA Toshiya＊＊＊＊ and NAKATA Kazuhiro＊＊＊＊＊
Direct dissimilar joining of various Al alloys (A1050, A3004, A5052 and A5083) plates and a polyamide 6 plate was performed using
friction lap joining (FLJ) with the Al alloy plate as a top and the polyamide 6 plate as a bottom. The effect of Mg content in Al alloys on the
joining strength was investigated. TEM analysis made clear that the polyamide 6 and Al alloys were joined via oxide layer consisted of Al2O3
and MgO. The results of XPS analysis indicated that MgO was formed by the heating during FLJ, and the quantity of MgO was increased with
increasing Mg content in Al alloys. The tensile shear strengths of A3004, A5052 and A5083 joints were saturated to about 2 kN because of the
tensile fracture at the polyamide 6 plate outside the tool passed zone, which were higher than that of the A1050 joint fractured at the joint
interface. The peel strength of the joint was increased with increasing Mg content in Al alloys, and the fracture occurred both at the joint
interface and at the polyamide 6 plate on the joint area. The fraction of polyamide 6 plate fracture was also increased with increasing Mg content
in Al alloys.
Key Words: Friction lap joining, Al alloy, plastic, polyamide 6, dissimilar joining

締結が行われてきた6−10)．しかし，接着剤の場合，揮発性の
緒

1.

言

有害物質が発生すること，接合に長時間を要すること，長
時間の使用で接着強度が低下すること，接着強度が弱いこ

近年，自動車や航空機等の輸送用機器分野において燃費

と，耐水性が低いことなどの問題がある．また，機械的締

性能向上のための軽量化が必須課題となっている．軽量化

結の場合，リベット，ボルトなどの部品数が増え，作業手

を図る手段の一つとして，金属材料から，より軽量な樹脂

順が増えること，気密性が低いこと，応力集中が発生する

材料および樹脂と繊維の複合材料である炭素繊維強化プラ

ことなどが問題である．そこで短時間で強固に接合でき，

スチック（CFRP: Carbon fiber reinforced plastic）やガラス繊

かつ密着性に優れた接合部を得ることができる接合方法が

維強化プラスチック（GFRP: Glass fiber reinforced plastic）へ

必要とされている．その手段として熱可塑性樹脂を加熱，

の転換が挙げられ，これらの輸送機器分野における使用は

溶融させ，金属と密着させることで，接合する融着が挙げ

1−4)

．一方で金属材料の中では，アルミ

られる．金属と熱可塑性樹脂の融着には，これまでレーザ

ニウム（Al）合金は軽量であり，用途に応じた機能を有す

接合 8−13)，超音波接合 14−16)，摩擦攪拌点接合 17，18)を応用した

る様々な合金の種類が存在し，自動車分野における使用量

方法などが報告されている．しかし，その報告数はまだ少

は増加しており，航空機用構造材料においても依然として

なく，レーザ接合においては，装置が高価で，樹脂の劣化

急速に増加している

4，5)

．このように，最近注目されている樹

が生じること，ならびに超音波接合および摩擦攪拌点接合

脂材料と，従来から使用され，今後さらなる使用拡大が見

においては，継手形状に制限があること等が問題である．

込まれる Al 合金との接合は必要不可欠と考えられる．従

そこで本研究では，接合方法として摩擦重ね接合法（FLJ:

来，金属／樹脂材料の異材接合には，接着あるいは機械的

Friction lap joining）19−22)に注目した．FLJ は，金属と熱可塑

主要な材料である

性樹脂を重ねて配置し，棒状(円柱状)のツールを高速回転
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させながら金属表面に押しつけることで，ツールと金属の
間に生じた摩擦熱によって金属と接触している熱可塑性樹
脂を溶融し，ツールの加圧力によって熱可塑性樹脂を金属
と密着させることで両者を融着する新しい接合方法であ
る．このような金属／樹脂材料の接合メカニズムとして
は，アンカー効果，ファンデルワールス力，水素結合力お
よび化学的結合力が提案されている 23) ．これらのなかで
も，金属／樹脂材料の強固な接合には，接合界面におい
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て，金属側表面に形成された酸化物層と樹脂との水素結合

とした．その後，ツールを回転させながら Al 合金板表面に

10)

押しつけ，板表面から一定の深さまでツール先端を押し込

は，ステンレス鋼／ポリエチレンテレフタラートのレーザ

んだ後，テーブルを移動させて接合を行った．ツールは工

接合において，ステンレス鋼とポリエチレンテレフタラー

具鋼 SKD 製であり，ショルダ径が 15 mm，プローブなしの

トは，ステンレス鋼中に添加元素として含まれる Cr の酸化

円柱状ツールを用いた．これは，過去の研究 19−22)で，プロ

物を介して強固に接合されていることを報告している．こ

ーブを有するツールではプローブ通過部，すなわち FSW に

こで本研究で対象とする Al 合金の表面は，大気中におい

おける攪拌部（SZ）に溝状欠陥が形成されたためである．

て，その酸化物によって覆われているが，Al 合金の強化元

本実験で用いた FLJ 接合条件を Table 3 に示す．接合条件

素の一つである Mg は，Al に比べて酸化物を形成し易く，

は，ツール押し込み深さ 0.9 mm およびツール前進角 3°と一

FLJ による加熱中に Al 合金／樹脂界面の酸化物はこれによ

定とした．そして A1050 に対しては回転速度 50.0 s-1 および

力の発現が不可欠であることが知られている．片山ら

，Al 合金の種類によっ

接合速度 13.3 mm･s-1 とし，A3004，A5052 および A5083 に

て，その表面酸化皮膜の状態が変化し，Al 合金／樹脂間に

対しては回転速度 33.3 s-1 および接合速度 6.67 mm･s-1 として

働く結合力が変化すると考えられる．そこで本研究では，

接合を行った．これらの条件はそれぞれの Al 合金に対して

Mg 添加量の異なる種々の Al 合金と熱可塑性樹脂としてポ

良好な接合部外観が得られ，後述の引張せん断試験におい

リアミド 6（PA6: Polyamide 6）との FLJ による直接接合を

て最も高い継手強度が得られた条件である．また，FLJ 中

行い，その接合特性，継手強度，ならびに接合界面マクロ

の接合界面近傍の温度変化は，Al 合金／PA6 接合界面の継

およびミクロ構造に及ぼす Mg 添加量の影響について検討

手接合方向中央のツール通過部中心にあらかじめ線径

って還元されることが考えられ

24−26)

0.2 mm のガラス被覆 K 型熱伝対を挿入することで実測し

を行った．

た．
2.

実

験

方

法

FLJ 後の接合継手は，外観観察を行った後，接合方向と
垂直に，幅約 5 mm の帯状試験片形状に切り出し，二液混

供試材料には，Al 合金板として 150 mm×75 mm×2 mm

合型のエポキシ樹脂に埋め込み，エメリー紙粗研磨および

の A1050（Mg無添加），A3004（1.00 mass%Mg），A5052

ダイヤモンドペーストによるバフ研磨の後，断面マクロ組

（2.43 mass%Mg）および A5083（4.42 mass%Mg），ならび

織観察を行った．さらに，集束イオンビーム（FIB: Focused

に熱可塑性樹脂として射出成型法にて作成した

ion beam）加工により厚さ約 100 nm の薄状試験片を作成

150 mm×75 mm×3 mm の PA6 を用いた．PA6 の化学構造

し ， 透 過 型 電 子 顕 微 鏡 （ TEM: Transmission electron

式は（[NH(CH2)5CO]n）であり，極性官能基であるアミド基

microscope）およびエネルギー分散型 X 線分析器（EDS:

（CONH）を有している．Table 1 に Al 合金の組成，Table 2
に PA6 の物性を示す．Al 合金は FLJ に先立ち，表面を
#2000 エメリー紙を用いて湿式研磨処理を施し，アセトン
を用いて脱脂した．
FLJ は，位置制御式の摩擦攪拌接合（FSW: Friction stir
welding）装置を用いて行った．Fig. 1 に FLJ の模式図を示
す．供試材料は重ねしろを 30 mmとして，上板を Al 合金，
下板を PA6 とした重ね継手とし，テーブル部の裏当金の上
にジグにより固定した．なお，後述のピール試験を行った
継手については，Al 合金板と PA6 板の重ねしろを 50 mm

Table 1 Chemical composition of Al alloys (mass%).

Fig. 1

Table 3
Table 2 Properties of polyamide 6.

Schematic illustration of the friction lap joining process. (All
dimensions in mm.)

Conditions of friction lap joining for aluminum alloys and
polyamide 6.
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Energy dispersive spectrometry）を用いて接合継手界面の微

ロスヘッドスピードは 8.3×10-3 mm･s-1 とした．そして，こ

細構造解析を行った．次に各種 Al 合金板の，合金による表

れらの破面観察を光学顕微鏡（OM: Optical microscopy），な

面状態の差異および FLJ による加熱後の接合界面の状態を

ら び に 走 査 型 電 子 顕 微 鏡 （ SEM: Scanning electron

検討するため，湿式研磨後および FLJ による加熱後の Al 合

microscopy）および EDS を用いて行った．

金板表面の X 線光電子分光分析（XPS: X-ray photoelectron
spectroscopy）を行った．なお，Al 合金／PA6 継手では後述
するように Al 合金と PA6 が接合されるため，FLJ による加
熱後の Al 合金表面を XPS 分析することができない．そこ

3.
3.1

実験結果および考察

FLJ による温度変化ならびに継手の外観および断面
組織

で，FLJ によって接合が生じないことが分かっている無極
性樹脂であるポリエチレン板を Al 合金の相手材として用い

Fig. 3 に典型例として A5052／PA6 接合継手界面のFLJ中

て FLJ を行い21，22)，FLJ 加熱後にポリエチレンと分離した側

の温度変化を示す．FLJ による摩擦発熱によって，接合界

の Al 合金板表面に対して XPS 分析を行った．

面の温度は PA6 の融点（約 498 K）および熱分解温度（約

次に，Fig. 2 に示す引張せん断試験およびピール試験によ

623 K）を上回っていることが確認され，融点および熱分解

り接合継手の接合強度を評価した．引張せん断試験では，

温度以上の温度に加熱されている時間はそれぞれ 8.0 s およ

接合方向と垂直に幅 15 mm の帯状試験片形状に切り出し，

び 1.6 s であった．

試験による曲げモーメントの発生を防ぐため試験片にスペ

次に Fig. 4 に A5052／PA6 の (a) A5052 側，(b) PA6 側の

ーサーを固定して，継手の接合方向と垂直に荷重を加え，

継手外観のおよび (c) マクロ断面組織を示す．継手外観の

破断に至るまでの最大荷重を測定した．ピール試験では，

A5052 側には，FSW の場合と同様の滑らかなツール通過部

Al 合金板と PA6 板の重ねしろを 50 mm として接合した継

が認められ，表面欠陥とみなす程の大きなバリの発生は認

手について，引張せん断試験と同様の帯状試験片を作製

められなかった．PA6 側からは，図中，白の破線で示した

し，Al 合金側を重ねしろ 30 mm の位置で曲げてピール試験

FLJ の加熱によって PA6 が溶融し，A5052 と接合された領

片とし，PA6 板を固定した状態で，Al 合金板に荷重を加え

域が明瞭に認められた．また，本研究の条件下では，気泡

て破断に至るまでの最大荷重を測定した．引張せん断試験

等の欠陥は認められなかった．断面マクロ組織では，ツー

およびピール試験は，4 種類の Al 合金／PA6 の継手に対し

ル通過部においてツールの押しつけにより Al 合金が PA6

て，それぞれ 3 回試験を行った．なお，これらの試験のク

側に下凸状に変形した領域が認められ，その周囲では，溶
融した PA6 が接合部の外部に押し出された様子が認められ
た．すなわち，FLJ による加熱によって，PA6 が溶融する
とともに，Al 合金が軟化し，そこにツールによる押し込み
荷重が加わることで，このような変形が生じたと考えられ
る．また，FSW の場合に重要である，金属の塑性流動は
FLJ においても生じていると考えられるが，FLJ ではプロー

Fig. 2

Schematic illustration of (a) tensile shear testing and (b) peel
testing method.

Fig. 3

Typical temperature profile at the interface of A5052 and
polyamide 6.
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ブを有しないツールを用いており，塑性流動は Al 合金の表

い A5052 において，不明瞭ではあるものの MgO と考えら

面に限られ，接合界面にこれが及ぼす影響は小さいと考え

れるピークが認められた．FLJ による加熱後の表面におい

られる．

ても，A1050 では Mg が無添加であるため，FLJ による表

Fig. 5 に TEM を用いて A5052／PA6 の接合継手界面の微

面における Mg 濃化は認められなかった．これに対し，

細構造解析を行った結果を示す．明視野像より，ナノメー

A3004 および A5052 では，FLJ による加熱によって MgO の

トルオーダーにおいても両部材が密着し，接合されている

形成が明確に認められた．この結果は TEM による接合継手

ことが確認できる．また，接合界面においては，厚さ約

界面の微細構造解析結果と一致している．また，A3004 と

100 nm の Mg と O が濃化した界面層が形成された．制限視

A5052 とで比較すると，Mg 添加量が多い A5052 の方が FLJ

野電子線回折より界面層は多結晶 MgO からなる酸化物層と

加熱後の表面で検出される Mg の強度が強くなった．この

確認された．添加元素として Mg が含まれる A3004 および

結果より，TEM 解析では明らかにはできなかったが，Mg

A5083 においても同様に MgO からなる酸化層が接合界面に

添加量が多いほど，加熱後に接合界面に形成される MgO の

認められた．一方，添加元素として Mg を含まない A1050

形成量が多くなり，より連続的に接合界面に MgO が形成さ

においては，Al2O3 からなる酸化物層が認められた．

れたと考えられる．一般に，Al 合金の表面は約 1 nm の非

次に，Fig. 6 に FLJ 加熱による Al 合金表面状態変化を検

常に薄い Al2O3 自然酸化皮膜で覆われているため，このよ

討するために，A1050，A3004 および A5052 に対して行っ

うな Al 合金／PA6 の接合界面に認められた MgO は FLJ に

た Al 合金／ポリエチレンの FLJ 加熱後の分離した継手の

よる加熱によって形成されたものである24，25)．これは Mg が

Al 合金板表面の XPS による Mg2p のナロースペクトル分析

Al にくらべて酸化物の生成自由エネルギーが低いために生

結果を，研磨のままの表面と比較して示す．研磨のままの

じ た と 考 え ら れ る ． す な わ ち ， FLJ 中 の 最 高 到 達 温 度

表面からは，いずれの Al 合金においても明確な MgO の検

（656 K）において，Al2O3 + 3Mg → 3MgO + 2Al の反応によ

出は認められず，分析を行ったなかで最も Mg 添加量が多

って自由エネルギー変化が約 -140 kJ･mol-1 と負の値を示す
ことより，接合中の加熱により本来 A5052 板表面に形成さ
れていたと考えられる Al2O3 自然酸化皮膜が Al 合金中に含
まれる Mg によって還元されることで，MgO が形成された

Fig. 4

Appearance on (a) A5052 side and (b) polyamide 6 side, and (c)
cross-sectional macrostructure of the friction lap joint.

Fig. 5

TEM bright field image (BFI) and element distributions of Al, C,
O and Mg at the interface between A5052 and polyamide 6.

Fig. 6

XPS narrow spectrum of Mg2p of (a) #2000 ground and (b) FLJ
heated surface of aluminum alloys.
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と考えられる26，27)．なお，接合中は Al 合金／PA6 接合界面

低く，引張せん断試験片 3 本のうち，2 本が界面破断を呈

に対し，ツールにより加圧が行われているため，接合界面

した．

において大気中の酸素と Mg の反応は生じ難いと考えられ

3.2

次に，Fig. 8 (a) および (b) に継手のピール強度に及ぼす
Mg 添加量の影響および代表的な界面破断および PA6 母材

る．
FLJ 接合継手の引張せん断強度およびピール強度

破断を呈した継手外観を示す．ピール強度に及ぼす Mg 添
加量の影響は引張せん断強度の場合に比して，より顕著に

Fig. 7 (a) および (b) にそれぞれ継手の引張せん断強度に及

現れた．すなわち，Mg 無添加の A1050 継手では，すべて

ぼす Mg 添加量の影響および代表的な界面破断および PA6

接合界面破断となり，その他の Al 合金継手と比較して低い

母材破断を呈した継手外観を示す．添加元素として Mg を

ピール強度となった．A1050 以外の Al 合金においては，

含む A3004，A5052 および A5083 は，いずれの継手もツー

Mg 添加量の増加にともないピール強度が増加する傾向を示

ル通過部の端部において PA6 板の母材破断を呈し，このた

した．これは Mg 添加量の増加にともないツール通過部の

め引張せん断試験による継手接合強度の差異は認められな

端部において PA6 が母材破断を呈する割合が増加したため

かった．これに対し，Mg 無添加の A1050 では継手強度が

であり，Mg 添加量が最も多い A5083 においては，すべて

Fig. 7 (a) Effect of Mg content on the tensile shear strength of FLJ joint and (b) fractured joint appearance.

Fig. 8 (a) Effect of Mg content on the peel strength of FLJ joint and (b) fractured joint appearance.

240

研究論文
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ニズムとしては，アンカー効果等の機械的な接合力，およ
び金属表面の酸化物等と樹脂中の極性官能基の間に作用す
る水素結合力等が提案されている 13, 23, 28, 29)．本研究において
も，Fig. 9 に示したピール試験後の A5052 側表面の破面観
察において，研磨痕に沿って PA6 の成分が特に強く検出さ
れたことから，アンカー効果による機械的接合力が作用し
ているのは明らかである．しかし，いずれの Al 合金も接合
に先立ちエメリー紙 #2000 にて湿式研磨を行い，Al 合金に
よらず表面粗さ（Ra）を，FLJ による接合方向に 0.052 から
0.057μm，引張せん断試験方向に 0.075μm から 0.079μm
に統一したため，アンカー効果による接合強度の大きな差
は生じないと考えられる．このため Mg 添加量によってこ
のように接合強度が変化した理由は，主に水素結合力によ
るものであると考えられる．金属／樹脂材料の接合界面で
は，金属表面に形成された酸化物を構成する O が持つ非共
有電子対と，樹脂側の正電荷を帯びた H とで水素結合力が
生じる13，23)．PA6 の場合，アミド基（CONH）には電気陰性
Fig. 9

(a) Optical microscope (OM) image on interfacial fractured joint
surface after peel test and (b) secondary electron images (SEI)
and element distributions of Al and C in the region (I) and (II).

度の高い窒素と共有結合し，電気的にプラス性をおびた水
素原子が存在する．この水素原子と Al 合金表面の酸化物お
よび水酸化物に含まれる酸素が孤立電子対をつくり，結合
したと考えられる23)．Al 合金中の Al と Mg は電気陰性度が
低く，電気陰性度の高い O と双極子を形成し，O は負電荷

PA6 母材破断を呈した．次に，ピール試験によって界面破

を，Al および Mg は正電荷を帯びている．電荷の偏りは電

断を呈した A5052／PA6 継手の A5052 側破面観察を行った

気陰性度の差が大きいほど大きくなり，PA6 側の H との結

結果を Fig. 9 に示す．低倍率 OM 像 (a) より，ツール通過部

合力が強くなる．ここで Al，Mg および O の電気陰性度

において塊状の PA6 の断片の凝着が認められた．これは，

は，それぞれ 1.5，1.2，および 3.5 と報告26)されており，Mg

接合された PA6 がピール試験によって引きちぎられて，そ

と結合した O の方が Al と結合した O と比較して，より強

の断片が A5052 表面に残留したものと考えられる．このよ

く負電荷を帯びた状態となる 26)．すなわち，PA6 側の正電

うな Al 合金表面への塊状の PA6 の残留は，Mg 無添加の

荷を帯びた H との水素結合力は，Al 2 O 3 中の O よりも，

A1050 継手においては認められなかった．このことから，

MgO 中の O の方が大きくなると考えられる．そして Mg 添

Mg 添加量が多い場合には，ピール試験において接合界面で

加量の多い Al 合金ほど，接合界面に MgO がより多く，か

破断しても，完全に接合界面で両部材が剥離するのではな

つ連続的に形成されるため，Al 合金／樹脂の接合界面の接

く，亀裂の一部は PA6 母材中を進展していることが考えら

合強度も増加したと考えられる．

れる．次に，SEM 観察の結果，低倍率の (I) では，EDS 元
素マッピング分析結果より，ピール試験によって破断した

4.

結

論

PA6 が縞状に残留している様子が認められ，さらに高倍率
に拡大した (II) より，C は弱くではあるが観察領域の全域

Mg 添加量の異なる種々の Al 合金として A1050（Mg 無

から検出されており，PA6 が薄く破面に存在していること

添加），A3004（1.00 mass%Mg），A5052（2.43 mass%Mg），

が示唆される．また，エメリー紙の研磨によって A5052 表

A5083（4.42 mass%Mg）とポリアミド 6（PA6）との摩擦重

面に形成された研磨痕に沿って C が強く検出されているこ

ね接合（FLJ）による直接異材接合を行い，Al 合金中の Mg

とが確認できる．このことから，表面研磨によって形成さ

添加量がその接合継手強度および接合界面の微細構造に及

れた凹凸に接合過程で溶融した PA6 が入り込み，いわゆる

ぼす影響を検討した結果，以下の事項が明らかになった．

アンカー効果が生じていることが分かる．

1．Mg 添加量によらず，いずれの Al 合金も FLJ によって

3.3

考察

これらの結果より，FLJ による Al 合金／PA6 の直接異材
接合においては，Al 合金中の Mg 添加量の増加にともな

PA6 との直接異材接合が可能であり，接合条件を最適化
することで Al 合金側表面には欠陥とみなす程の粗大な
バリはなく，また PA6 中に気泡等の欠陥が認められな
い接合継手が得られた．

い，接合界面に MgO が形成されるようになり，接合強度が

2．添加元素として Mg を含まない A1050 では Al2O3，Mg

上昇することが示唆された．金属／樹脂材料の融着のメカ

を含む A3004，A5052 および A5083 では MgO を介して
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Al 合金と PA6 が接合された．また，FLJ による加熱後

14)

の Al 合金表面の XPS 分析結果から，Al 合金中の Mg 添
加量の増加にともない，接合界面に形成される MgO 量

15)

が増加し，かつより連続的に形成されることが示唆され
た．
3．Al 合金中の Mg 添加量の増加にともない，接合強度は上

16)

昇する傾向を示し，最も Mg 添加量の多い A5083 では引
張せん断強度約 2 kN，ピール強度約 0.3 kN を示した．
また，Mg 添加量の増加にともない PA6 母材部での破断

17)

が生じる割合が高くなり，A5083 ではいずれの試験でも
すべて PA6 母材部破断を呈した．
18)
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