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摩擦重ね接合によるアルミニウム合金と炭素繊維強化樹脂の
異材接合特性に及ぼすシランカップリング処理の影響＊
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Effect of silane coupling treatment on the joint characteristics of friction lap joined Al alloy / CFRP ＊
by NAGATSUKA Kimiaki＊＊, TANAKA Hironobu＊＊＊, XIAO Bolyu＊＊, TSUCHIYA Atsuki＊＊＊＊ and NAKATA Kazuhiro＊＊
Dissimilar materials joining of an A5052 plate and a carbon fiber reinforced thermoplastic (CFRTP), which consisted of polyamide 6 (PA6)
with 20 wt% carbon fiber addition, was performed using friction lap joining (FLJ) with the Al alloy plate as a top and the CFRTP plate as a
bottom. The joint characteristics were evaluated to investigate effects of the surface treatment by the silane coupling treatment for A5052 and
the joining speed on the joining properties. The joint strength was increased by inducing the silane coupling treatment for the A5052 plate
surface. The tensile shear fracture load of the silane coupling treated FLJ joint increased with increasing the joining speed up to 6.67mm/s, and
then decreased. The maximum tensile shear fracture load of 5.0kN was obtained at the joining speed of 6.67mm/s, and the fracture occurred at
the CFRTP base plate with the joint efficiency of 97%. The shear strength of the joint interface of the joint formed at the joining speed of
1.67mm/s, which fractured at the joining interface by the tensile shear test, was estimated about 19MPa. The covalent bondings between the
A5052 plate and the silane coupling layer, and the silane coupling layer and the CFRTP plate were indicated by inducing the silane coupling
treatment.
Key Words: Friction lap joining, Al alloy, carbon fiber reinforced thermoplastic, silane coupling treatment, dissimilar materials joining

2)

いる ．このように金属材料のみならず樹脂材料も適材適所
1.

緒

言

で使用するマルチマテリアル化構造体の実現のためには，金
属材料と樹脂材料の異材接合は不可欠であり，その接合技

近年，自動車，航空機等の輸送機器の軽量化による省エ
ネルギー化および CO2 排出量抑制への要求が高まっている．

術開発への要求が高まっている．
樹脂・CFRP と金属との異材接合方法としては，接着剤

軽量化を図る手段として，高強度の高張力鋼薄板や軽量金

による接着，あるいはボルト，リベットなどによる機械的

属材料であるアルミニウム（Al）合金が適用されるととも

締結が一般的である

に，さらに，より軽量な樹脂材料の使用が急速に増加して

は，接合に長時間を要することや，有機溶剤の蒸発が作業

4−7)

．しかし，接着剤を用いる接合で

いる．その中でも，樹脂中に炭素繊維（CF: Carbon fiber）を

者の健康を害するため VOC 規制（揮発性有機化合物排出規

配合することで，樹脂の軽量性と，CF の高強度，高弾性の

制）対象であることなどの問題が挙げられる．機械的接合

特徴を併せ持つ複合材料である炭素繊維強化樹脂（CFRP:

では，前加工工程や締結金具が必要となること，設計が制

1−3)

Carbon fiber reinforced plastic）が，特に注目されてきている

．

限されること，気密性および水密性に劣ることなどの欠点

CFRP の中でも，CF と熱可塑性樹脂材料の複合材料である

がある．そのため短時間で強固に接合でき，かつ密着性に

炭素繊維強化熱可塑性樹脂（CFRTP: Carbon fiber reinforced

優れた接合部を得ることができる新たな接合方法が必要と

thermoplastic）は，従来の熱硬化性樹脂をマトリックスとす

されている．その手段として熱可塑性樹脂を加熱，溶融さ

る CFRP と比較して，ホットプレスや射出成形による大量

せて金属と接合する融着法が挙げられる．金属と CFRTP の

生産が可能で，成形時間の短縮，製造コストの削減が実現

融着法としては，レーザ溶着

でき，一般自動車の構造材料として使用拡大が見込まれて

接合

6−12)

14−16)

，摩擦攪拌スポット溶接
19−25)

（FLJ: Friction lap joining）
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13)

，誘導加熱接合 ，超音波
17，18)

，および摩擦重ね接合

等の手法が研究されている．

このうち，FLJ は著者らが提案した新しい接合法であり，
金属と CFRTP を重ね継手とし，ツールと呼ばれる工具を高
速回転させながら金属側に押し付けることで，ツールと金
属の間に生じる摩擦によって熱可塑性樹脂を溶融させて接
合を行う方法である

19−25)

．FLJ では，摩擦による加熱とツー

ルによる接合界面の加圧を同時に行うことができるため，密
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処理の影響
Table 1 Chemical composition of A5052 (mass%).

着性に優れた連続的な接合部を形成することが可能である．
このような金属／CFRTP の異材接合は材料表面同士の相
互作用によって達成され，接合前の表面処理は接合強度の
向上に有効である．これまでに検討された表面処理法とし
て，表面に凹凸を形成しアンカー効果を利用して強度を上
12)

昇させる機械的表面処理法 ，Al 合金に対するアルマイト
20，24)

処理および研磨処理

Fig. 1 Structural formula of 3-(2-Aminoethylamino)
propyltrimethoxysilane.

25)

，樹脂に対するコロナ放電処理

等の化学的表面処理法について報告が行われている．これ
らの中でも，表面の化学状態を変化させる手法を用いて
FLJ を行うことで，CFRTP が母材破断を呈する程の継手が
24)

得られることを報告した ．
本研究では Al 合金／CFRTP の FLJ 接合継手強度のさら
なる向上を図る目的で，接合前の Al 合金表面に対するシラ
ンカップリング処理を行い，これが接合強度に及ぼす影響
を FLJ プロセスパラメータである接合速度を変化させて検
討し，その接合機構について考察を行った．
2.

実

験

方

法

Fig. 2 Schematic illustration of the friction lap joining process. (All
dimensions in mm.)

供試材料として用いた Al 合金 A5052 は Al-Mg 合金であ
り，その板寸法は 150 mm×75 mm×2 mm である．その化

また，比較のために A5052 の湿式研磨処理材を併せて接合

学組成を Table 1 に示す．CFRTP には，ポリアミド 6(PA6) を

に用いた．接合に先立ち，シランカップリング処理による

マトリックス樹脂とし，20wt% の CF が添加された，板寸

表面状態の変化を検討するため，湿式研磨後およびシラン

法は 150 mm×75 mm×3 mm の長手方向に射出成形された

カ ッ プ リ ン グ 処 理 後 の A5052 板 表 面 の X 線 光 電 子 分 光

ものを用いた．PA6 の化学構造式は（[NH(CH2)5CO]n）であ

（XPS: X-ray photoelectron spectroscopy）分析を行った．

り，極性官能基であるアミド基（CONH）を有する．なお，

FLJ は，位置制御式の摩擦攪拌接合（FSW: Friction stir

使用した CFRTP には強度に異方性があり，長手方向が約

welding）装置を用いて行った．Fig. 2 に FLJ の模式図を示す．

134 MPa，短手方向が約 114 MPa である．FLJ に先立ち，

上板を A5052，下板を CFRTP とした重ね代 30 mm の重ね

CFRTP はエメリー紙 #2000 にて大気中で研磨し，エタノー

継手とし，表面処理を施した板面同士が向き合うように重

ルを用いて脱脂した．A5052 はエメリー紙 #800 にて流水中

ねて配置して，テーブル部の裏当金の上にジグにより固定

で湿式研磨を行った後にアセトンを用いて脱脂し，シラン

した．その後，ツールを回転させながら A5052 板表面に押

カップリング処理を施した．

しつけ，板表面から一定の深さまでツール先端を押し込ん

シランカップリング処理には，Fig. 1 に分子構造を示す

だ後，ツールを一定速度で移動させて接合を行った．なお，

アミノエチルアミノプロピルトリメトキシシラン

CFRTP 板は長手方向が接合方向に一致するように配置し

（C 3 H 6 NHC 2 H 4 NH 2 Si(OCH 3 ) 3 ）を主成分とする OFS-6020

た．ツールは工具鋼 SKD 製であり，ショルダ径が 15 mm，

Silane を純水で 0.5 vol.% に希釈した水溶液を用いた．アミ

プローブなしの円柱状ツールを用いた．これは，事前に実

ノエチルアミノプロピルトリメトキシシランは，反応性官

施した予備検討で，プローブを有するツールを用いた場合，

能 基 で あ る ア ミ ノ エ チ ル ア ミ ノ プ ロ ピ ル 基 （ -C 3 H 6

プローブ通過部，すなわち FSW における攪拌部（SZ）に

NHC2H4NH2）にアミノ基が 2 つ存在している．また，加水

溝状欠陥が形成され，継手強度が著しく低かったためであ

分解基であるメトキシ基（-OCH3）は 3 つ存在しており，

る．接合条件は，Table 2 に示す通り，ツールの押し込み深さ

水溶液中ではメトキシシラン（-Si-OCH3）は加水分解反応

0.9 mm，前進角 3°および回転速度 33.3 s 一定とし，接合速

によりシラノール（-Si-OH）とアルコール（CH3OH）にな

度を 1.67 から 26.7 mm/s まで変化させて接合を行った．ま

る

26，27)

．シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ 水 溶 液 中 に 湿 式 研 磨 後 の

A5052 をディッピングし，十分に乾燥させて接合に供した．

-1

た，FLJ 中の接合界面近傍の温度変化は，A5052／CFRTP 界
面の継手接合方向中央のツール通過部中心に，あらかじめ
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Table 2 Conditions of friction lap joining for A5052 and CFRTP.

Fig. 3 Schematic illustration of tensile shear testing method.

Fig. 4 XPS narrow spectrums of (a) N1s, (b) Si2p, (c) C1s and (d) Al2p of as-ground and silane coupling treated surface of A5052.

線径 0.2 mm のガラス被覆 K 型熱電対を挿入して実測した．

ーを固定して，継手の接合方向と垂直に荷重を加え，破断

FLJ 後の接合継手は，外観観察後，接合方向と垂直に，

に至るまでの最大荷重を測定した．なお，継手の引張方向

幅約 5 mm の短冊状試験片形状に切り出し，二液混合型の

は CFRTP 板の短手方向に一致する．引張せん断試験は，ク

エポキシ樹脂に埋め込み，エメリー紙粗研磨およびダイヤ

ロスヘッドスピード 8.3×10 mm/s にて，それぞれの接合条

-3

モンドペーストによるバフ研磨の後，光学顕微鏡（OM:

件で接合した継手に対して，3 回ずつ試験を行った．引張

Optical microscope）お よ び 走 査 型 電 子 顕 微 鏡 （SEM:

せん断試験後の試験片の破面観察を OM および SEM-EDS

Scanning electron microscope）を用いて断面の組織観察を行っ

により行った．

た．さらに，集束イオンビーム（FIB: Focused ion beam）加工
3.

により厚さ約 100 nm の薄状試験片を作成し，透過型電子顕
微鏡（TEM: Transmission electron microscope）およびエネル
ギー分散型 X 線分析器（EDS: Energy dispersive spectrometry）
を用いて接合継手界面の微細構造解析を行った．

3.1

実験結果および考察

シランカップリング処理による A5052 表面の化学状
態変化

次に，Fig. 3 に示す引張せん断試験により接合継手強度を

湿式研磨処理およびシランカップリング処理を施した

評価した．引張せん断試験片は，継手を接合方向と垂直に

A5052 の XPS による表面の化学状態分析結果を Fig. 4 (a)-

幅 15 mm の短冊状に切り出した試験片である．試験に際し

(d) に示す．それぞれ N1s，Si2p，C1s および Al2p のナロース

ては，曲げモーメントの発生を防ぐため試験片にスペーサ

ペクトルである．まず，湿式研磨処理面においては，主と
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して酸化物（Al2O3）および水酸化物（Al(OH)3）状態の Al

する時間は短くなり，濡れ広がり面積が減少することや界

が検出された．シランカップリング処理面においては，Si

面の反応時間が短くなることで，接合面積が減少する傾向

および N の存在が認められ，それぞれ C-Si-O および Si-OX

にあったと考えられる．

結合，C-N および N-H 結合等の結合状態であった．これら

接合速度 1.67，6.67 および 26.7 mm/s にて接合したシラン

はシランカップリング水溶液中で形成されたシラノール（-

カップリング処理を施した A5052 と CFRTP との接合部断

Si-OH）および反応性官能基であるアミノエチルアミノプロ

面の OM によるマクロ組織を Fig. 6 に，また SEM によるツ

ピル基（-C3H6NHC2H4NH2）によるものである．さらに，

ール通過部直下の界面ミクロ組織を Fig. 7 に示す．

28)

Si2p からは Al-O-Si 結合 の存在も示唆された．また，C1s

いずれの接合速度においてもツール通過部では軟化した

に注目すると，C-C，C-H および Si-C 結合が検出され，こ

A5052 および CFRTP がツールの押し付け荷重によって下凸

れは同様にシランカップリング剤に起因すると考えられる．

型に変形した．接合速度の低下にともなって，その変形量

シランカップリング処理後の Al2p の結合状態については，

は大きくなり，溶融した CFRTP がツール通過部の外側に押

28)

詳細な分析が困難であるが，Si2p と同様に Al-O-Si 結合 の

し出される量が増加し，CFRTP の板厚も減少した．接合界

存在が示唆された．これは湿式研磨の際に A5052 表面に形

面に接している CFRTP では，CF の配向性が乱れた領域，

成された水酸化アルミニウム中のヒドロキシル基（-OH）

すなわちマトリックスである PA6 の溶融域が認められ，こ

等とシランカップリング水溶液中のシラノール（-Si-OH）

の溶融域の深さは接合速度の増加にともない減少した．ま

が脱水縮合反応を生じ，-Si-O-Al として共有結合が生じた

た，いずれの接合速度でも CFRTP の溶融域で滑らかな内面

26−28)

ためと推察される
3.2

．

FLJ 中の温度履歴および接合部組織

本研究で検討した FLJ の接合条件では，いずれの条件で

を有するボイドが認められ，そのボイド数は接合速度の増
加とともに増加する傾向を示した．これらのボイドは，
CFRTP のマトリックスである PA6 中に吸水された水分の加
熱による排出，および PA6 の熱分解ガスが原因で発生した
29，30)

も A5052 と CFRTP の接合が可能であった．ツール通過部は

と考えられる

滑らかな表面状態を呈し，大きなバリは認められなかった．

合速度が小さい程，入熱量の増加により加熱時間が増加す

．ボイドの生成量のみを考慮すると，接

Fig. 5 に接合速度 1.67，20.0 および 26.7 mm/s における

るためにその生成量は増加すると考えられるが，実際の

A5052 と CFRTP の FLJ 継手の接合界面の温度履歴を示す．

FLJ 継手断面では接合速度が大きい程，ボイド量が増加し

測定地点にツールが接近するにともない温度は急激に上昇

た．これは接合速度が小さい場合は，広い領域で樹脂が溶

し，ツール通過後は速やかに低下した．いずれの接合速度

融しツール通過部の外側へ排出され，この時にボイドも一

においても，ツール通過部中央における最高到達温度は約

緒に接合部の外側に排出されたために，接合部近傍でのボ

770 K であり，接合速度の違いによる最高到達温度には大き
な 差 異 は 認 め ら れ な か っ た ．ま た ，最 高 到 達 温 度 は ，
CFRTP のマトリックスである PA6 の融点および熱分解温度
を上回っており，これらの温度以上に加熱されている時間
は接合速度の増加とともに短くなった．すなわち，接合速
度の増加とともに CFRTP の熱分解は抑制されるが，その一
方でマトリックス材である PA6 が溶融状態で A5052 に密着

Fig. 6 Cross-sectional macrostructures of FLJ joints formed at the
joining speed of 1.67, 6.67 and 26.7mm/s.

Fig. 5 Temperature profiles at the interface of A5052 and CFRTP during
FLJ at the joining speed of 1.67, 20.0 and 26.7mm/s.

Fig. 7 Secondary electron images (SEIs) at interfaces of FLJ joints
formed at the joining speed of 1.67, 6.67 and 26.7mm/s.
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MgO 層が認められた．さらに CFRTP 側にはシランカップ

イドの残留量が減少したと考えられる．
Fig. 8 に接合速度 20.0 mm/s にて FLJ を行った湿式研磨処

リング剤に起因すると考えられる厚さ数〜十数 nm の Si 濃

理およびシランカップリング処理を施した A5052／CFRTP

化層が認められた．すなわち，これらの材料の接合界面は，

接合界面の TEM による明視野像および EDS による元素分

湿 式 研 磨 処 理 を 施 し た 場 合 で は A5052／ MgO／ PA6／

析結果を示す．いずれの継手においても，接合界面では

CFRTP，一方，シランカップリング処理を施した場合では

CFRTP マトリックスである PA6 と A5052 がナノメートル

A5052／MgO／シランカップリング層／PA6／CFRTP から

オーダーにおいて密着し接合されていた．湿式研磨処理を

なる界面構造をとることが明らかとなった．なお，シラン

施した継手では，接合界面に厚さ約 30 nm の Mg と O が濃

カップリング処理材では 3.1 で述べたように FLJ 接合前にお

化した界面層が認められ，制限視野電子線回折の結果，

いて A5052 表面とシランカップリング層の間には Al-O-Si

MgO と同定された．これらの MgO 層は，FLJ による加熱

結合が認められたことから，FLJ による加熱後は前述の還

によって Al 合金表面の Al2O3 自然酸化皮膜が Al 合金中に

元作用で Mg-O-Si として共有結合を介してこれらは接合さ

31−33)

含まれる Mg による還元作用で形成されたと考えられる

．

シランカップリング処理を施した継手においても，同様に

れていると考えられる．
3.3

接合継手の引張せん断強度

Fig. 9 に継手の引張せん断破断荷重に及ぼすシランカップ
リング処理および接合速度の影響を，また Fig. 10 にシラン
カップリング処理を施した A5052／CFRTP 継手の引張せん
断試験後の試験片のマッチング破面および破断場所と接合
部との関係が明らかになる側面からの外観を示す．

Fig. 8 TEM bright field images (BFIs) and element distributions of Al,
Mg, C, Si and O at the interface of as-ground and silane coupling
treated A5052 plates/ CFRTP FLJ joints formed at the joining
speed of 20.0mm/s.

Fig. 9 Effect of the silane coupling treatment and the joining speed on
the tensile shear fracture load of FLJ joint.

Fig. 10 Fractured surfaces and side views of FLJ joints formed at various joining speeds after tensile shear test.
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引張せん断破断荷重は，シランカップリング処理を施す

6.67 mm/s ではツール通過部の端部から約 7.5 mm 離れた重

ことで，いずれの接合速度においても湿式研磨処理材と比

ね代の端部であった．接合速度 13.3 および 20.0 mm/s にお

較すると著しく増加した．これはシランカップリング処理

いては，引張せん断試験に際して，ツール通過部の外側の

によって A5052／CFRTP の接合界面が強固に接合されたこ

重ね代に相当する部分で，まず接合界面の剥離が容易に生

とを意味している．

じ，その後，ツール通過部は強固に接合されていたため，

次に，接合速度と引張せん断破断荷重の関係に注目する

ツール通過部端部において CFRTP 板の母材破断が生じた．

と，いずれの表面処理の継手においても接合速度の増加と

一方，より低速度の 6.67 mm/s では，接合速度の低下にとも

ともに破断強度は増加し最大値を示した後，それ以上では

なって入熱量が増加し，このため接合部幅が広くなりツー

接合速度の増加にともない低下した．最大値は，シランカ

ル通過部の外側も含めた幅 30 mm の重ね代全域が強固に接

ップリング処理を施した場合は接合速度 6.67 mm/s で約

合された結果，重ね代の端部で破断が生じたと考えられる．

5.0 kN で あ り ，湿 式 研 磨 処 理 を 施 し た 場 合 は 接 合 速 度

なお，ツール通過部の外側の重ね代部分が先行して剥離す

20.0 mm/s で約 2.7 kN であった．

る現象は接合界面破断を呈した継手においても同様に認め

これらの継手の破断位置は，湿式研磨処理を施した継手

られた．

では，いずれの接合速度においても A5052／CFRTP の接合

このように CFRTP 板の母材破断を呈したにもかかわら

界面であった．一方，シランカップリング処理を施した継

ず，継手効率が 100% とならずに接合速度によって変化し，

手においては，接合速度 1.67 および一部 26.7 mm/s では，

特に接合速度の増加にともなって低下した理由として，次

同様に接合界面破断を呈する継手が認められたが，接合速

のことが考えられる．重ね継手の引張せん断試験では接合

度 6.67 から 20.0 mm/s では，いずれも CFRTP 板の母材部で

部には引張軸力に加えて，曲げモーメントが発生し，接合

破断が生じた．また，これらの界面破断を呈した継手にお

部の幅が小さいほど曲げモーメントが大きく作用するため

いても A5052 側破面のツール通過部には，CFRTP 部で破断

に引張せん断強度が低下することが知られている ．引張

したと考えらえる付着物が認められたことより，巨視的に

せん断試験中の CFRTP 部の曲げ変形をその場観察した結

は接合界面破断ではあるものの，一部で CFRTP 部が剥離破

果，重ね代の端部で CFRTP 板が母材破断した接合速度

断していると考えられる．

6.67 mm/s の場合，すなわち，接合部幅が広い場合に比べ

次に，CFRTP 板の母材部で破断した継手について，破断

34)

て，ツール通過部のみが強固に接合され，それ以外の重ね

荷 重 を CFRTP の 板 厚 （3 mm）と 引 張 せ ん 断 試 験 片 幅

代部分では試験中に容易に剥離した接合速度 13.3 および

（15 mm）で除して引張強度とし，これと CFRTP の受入材

20.0 mm/s の場合，すなわち，接合部幅が狭い場合では，明

の短手方向の引張強度（114 MPa）との割合として継手効率

らかに試験中の曲がり角度が増加した．このため，CFRTP

を算出した．なお，継手の引張せん断試験方向は，前述の

板母材で破断を呈した継手においては，接合速度の増加と

通り CFRTP の短手方向に一致する．その結果，継手効率は

ともに継手効率が低下したと考えられる．

接合速度 6.67 mm/s で約 97%，13.3 mm/s で約 81% および

次に界面破断を呈した継手の破面を比較する目的で，Fig.

20.0 mm/s で約 74% であった．さらに，これらの CFRTP 板

11 にシランカップリング処理材の接合速度 1.67 mm/s およ

母材破断が生じた継手の破断位置は，接合速度 13.3 および

び 26.7 mm/s，ならびに湿式研磨処理材の接合速度 26.7 mm/s

20.0 mm/s で は ツ ー ル 通 過 部 の 端 部 で あ り ，接 合 速 度

の継手のツール通過部のそれぞれ A5052 側破面の代表的な

Fig. 11 OM images, SEIs and element distributions of Al, C and Si on fractured surfaces of FLJ joints
which fractured at the joint interface by tensile shear test.
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ミクロ組織を示す．シランカップリング処理に関わらず，
い ず れ の 継 手 か ら も A5052 側 破 面 の ツ ー ル 通 過 部 に は
CFRTP に起因すると考えられる付着物が認められた．湿式
研磨処理材の継手では，ごく一部で，CFRTP のマトリック
ス樹脂の溶融部に発生したボイドに起因すると考えられる，
表面が滑らかな付着物が認められた．これに対し，シラン
カップリング処理を施した接合速度 26.7 mm/s の継手では，
ボイド部と考えられる付着物の量および面積割合が著しく
増加した．また，付着物が認められない領域からはシラン
カップリング剤に起因すると考えられる Si が検出された．
これらの結果より，接合速度が 26.7 mm/s と高速度の接合条

Fig. 12 Schematic illustrations of estimated bonding mechanism of (a)
as-ground and (b) silane coupling treated A5052/ CFRTP.

件では接合界面近傍の CFRTP 内で発生したボイド部分で破
断が生じるとともに，入熱量が不十分なためにシランカッ
19−25)

プリング層と CFRTP マトリックスである PA6 の反応が十

結果

分に生じず，このため接合強度が低下したと考えられる．

面に形成された酸化物を構成する電気的にマイナス性を帯

こ れ に 対 し ，シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ 処 理 材 で 接 合 速 度 が

びた酸素（O）と樹脂側のプラス性を帯びた水素（H）との

1.67 mm/s と遅い継手の A5052 側破面では，多くの領域にお

間で生じる水素結合力による影響が大きいことを明らかに

より，これらの接合メカニズムの中でも，金属表

いてマトリックス材である PA6 に加えて，CF を伴った塊

した．Fig. 12 には，これらの結果に基づいて，金属表面に湿

状の付着物が認められた．これは接合界面が強固に接合さ

式研磨処理とシランカップリング処理を施した場合に推察

れていたにも関わらず，高温での加熱時間が増加したため

される A5052／CFRTP 継手の接合メカニズムの模式図を比

に PA6 が劣化し，CFRTP の一部が母材剥離する形で接合界

較して示す．

面に沿って破断したためと考えられる

24，29，30)

．

このような付着物はツール通過部において多数認められ，

CFRTP のマトリックスであるPA6には，極性官能基であ
るアミド基（-CONH-）が存在し，アミド基には電気陰性度

ツールによる加圧力が作用しているツール通過部が特に強

の高い O および N と共有結合し電気的にプラス性を帯びた

固に接合されていると考えられる．そこで界面破断を呈し

H が存在する．A5052 の湿式研磨処理材においては，その

た継手について，ツール通過部に相当するツールのショル

接合界面に A5052 の酸化物である MgO が存在しており，こ

ダ径（15 mm）と引張せん断試験片幅（15 mm）の積をみか

の構成原子である O は分極により電気的にマイナス性を帯

2

+δ

け上の接合面積（225 mm ）として，継手破断荷重を除した

びている．このため，湿式研磨処理材と CFRTP は，A5052

値を継手のせん断強度として算出した．その結果，せん断

の酸化物である MgO の O と PA6 のアミド基中の H との

強度は接合速度 1.67 mm/s では約 19 MPa，および 26.7 mm/s

水素結合による結合力が生じる

で は 約 15 MPa で あ っ た ． な お ， 接 合 速 度 6.67 か ら
20.0 mm/s の継手では，CFRTP 母材部で破断が生じたため，

-δ

+δ

22，24)

．

これに対し，シランカップリング処理を施した場合では，
Fig. 4 および Fig. 8 の XPS および TEM による分析で示した

接合界面の引張せん断破断荷重の測定は困難であるが，同

通り，A5052 の酸化皮膜 MgO とシランカップリング剤のシ

様にツール通過部の面積で継手の破断荷重を除した場合，せ

ラノールが反応することで，Mg-O-Si からなる共有結合を

ん断強度は 6.67 mm/s では約 22 MPa，13.3 mm/s では約
19 MPa，20.0 mm/s では約 17 MPa となった．
3.4

介 し て A5052 表 面 に シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ 層
（C3H6NHC2H4NH2Si(OH)3）が形成された．このシランカッ
プリング層には，極性官能基であるアミノ基（-NH2）が存

考察

在しているため，CFRTP マトリックスの PA6 との間には，

以上の結果より，接合前の A5052 材表面に対しシランカ

湿式研磨処理材と同様に水素結合による結合力が生じると

ップリング処理を施すことで，FLJ により異材接合した

考えられる．すなわち，シランカップリング層のアミノ基

A5052／CFRTP の接合強度が著しく増加することを明らか

には，電気陰性度の低い N と結合し，分極により電気的に

にした．このように接合強度が増加した理由について，接

プラス性を帯びている H が存在し，この H と PA6 中の

合界面に働く相互作用を検討し考察を行った．

アミド基中の電気的にマイナスを帯びている O や N との

FLJ 等の融着法による金属／CFRTP の直接接合のメカニ

+δ

+δ

-δ

-δ

26，27)

間で水素結合による結合力が生じる

．

ズムとして，アンカー効果等の機械的接合力，ファンデル

さらに，シランカップリング処理の特徴として，シラン

ワールス力，および金属表面の酸化物等と CFRTP のマトリ

カップリング層中のアミノ基と PA6 が共有結合であるアミ

ックス樹脂中の極性官能基の間に作用する水素結合力等が

ド結合を形成していることが考えられる．すなわち，PA6

12，26，35，36)

提案されている

．これまでの FLJ による Al 合金，

鉄鋼材料および Mg 合金／PA6 および PE の異材接合の研究

はその分子鎖の末端にカルボキシル基（-COOH）およびア
37)

ミノ基（-NH2）を有することが知られている ．また，FLJ
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参

においては，接合界面近傍で CFRTP マトリックスである
PA6 の熱分解が生じていることを過去の研究より明らかに
24)

しており ，長鎖状の PA6 は熱分解により分断される．こ
のような PA6 分子鎖末端のカルボキシル基，および分断さ

1)
2)

れて生成した末端はシランカップリング層中のアミノ基と
アミド結合等の共有結合を形成すると考えられる26，27)．こ

3)

のようにして，シランカップリング処理材を用いた場合で
は，A5052 とシランカップリング層が共有結合，およびシ
ランカップリング層と CFRTP マトリックスの PA6 が水素
結合および共有結合を生じることで，A5052 と CFRTP が強

4)

固に接合されたと考えられる．
また，共有結合による結合力は水素結合の約十倍以上

26)

と著しく大きいことが知られており，シランカップリング

5)

処理を施すことで，継手強度が著しく増加した理由として
は，A5052 とシランカップリング層，およびシランカップ

6)

リング層と CFTTP マトリックスである PA6 の接合界面が
いずれも共有結合によって接合されたためであると考えら

7)

れる．
8)

4.

結

論
9)

湿式研磨処理およびでシランカップリング処理を施した
A5052 を用いて，A5052／CFRTP (PA6+20wt%CF) の FLJ に
よる異材接合を行い，シランカップリング処理および接合

10)

速度が接合特性に及ぼす影響を検討した結果，以下のこと
11)

が明らかになった．
1．シランカップリング処理を施すことで，A5052／CFRTP
の接合強度はいずれの接合速度においても著しく増加

12)

し，接合速度 6.67 mm/s において引張せん断破断荷重は
最 大 値 の 約 5 kN と な っ た ．接 合 速 度 6.67 mm/s か ら
20.0 mm/s においてはいずれの継手も CFRTP 板の母材の
引張破断が生じ，継手効率は最大で約 97% であった．

13)

これ以上接合速度が大きい場合でも，小さい場合でも界
面破断が生じて継手強度は低下した．なお，界面破断を

14)

呈した接合速度 1.67 mm/s における継手の接合界面のせ
ん断強度は約 19 MPa であった．
2．シランカップリング処理を施して FLJ を行うことで，

15)

A5052 の酸化皮膜である MgO とシランカップリング層，
ならびにシランカップリング層と CFRTP 中のマトリッ

16)

クスである PA6 が接合された．
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