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摩擦重ね接合によるアルミニウム合金と樹脂材料の
直接接合特性に及ぼすアルマイト皮膜処理の影響
岡田

俊哉＊，内田

壮平＊＊，中田

一博＊＊＊

EffbctofAnodizingonDirectjoiningPropertyofAluminumAlloyandPlasticSheets
byFrictionLapJoining
ToshiyaOkada＊，ShouheiUchida＊＊andKazuhiroNakata＊＊＊

Wehaveproposedanoveljoiningprocess，FrictionLapJoining（FLJ）tojoinmetallicmaterialsheetdirectlyto

polymersheetandhaveinvestigated mechanicalandmetallurgicalpropertiesofthesedissimilarjoints．Itwas

describedinthispaperthatjolningmechanismwasdiscussedwiththeevaluationofTEMmicrostruCtureatthe
jointinterfacebetweenA2017aluminumalloyand2kindsofpolymer，ethyleneTaCrylicacidcopolymer（EAA），and

highdensitypolyethylene（PE），EAAsheetwaseasilyjoinedtoanas−reCeivedaluminumalloysheetbyFLJ，be−
CauSeEAAhadapolarfunctionalgroup，COOH．Onthecontrary，PEwasnotabletobejoinedtoanas−reCeived
aluminumalloy，becausePEhadnopolarfunctionalgroup．However，anOdizingofaluminumalloywase丘bctiveto
JOlnthesematerialsbytheassistanceoftheanchorefftct．

勒Words：FrictionLapJoining，Aluminumalloy，Plastics，Dissimilarmaterialsjoint

や重量増を招くと共に，気密性や水密性に劣るためにその
1．緒

昌

対策が要求されるなど，設計の自由度への制限がある．接

現在，軽量構造材料であるアルミニウム合金と鋼材や銅

着接合の場合，エポキシ系やアクリル系の接着剤に対して

合金等との異種金属材料の接合は各方面で検討されてお
り，一部には実用化もされている．また，近年，自動車，

有機溶剤が用いられ，その蒸気が作業者の健康を害するこ
とからVOC規制（揮発性有機化合物の排出規制）の対象

航空機等の輸送機器やエレクトロニクス分野においては更

になっている．また，接着過程で所定の接着強度が得られ

なる軽量化を目的として，軽金属材料と非金属である樹

るのに長時間を有すること，さらに長時間使用で接着特性

脂・プラスチックス（以降，両者を合わせて樹脂材料とす
る）の異材接合が注目されている．これまでに提案され，
また一部実用化されている異材接合方法には「射出成形接
合」，「機械的締結」，「接着接合」，「超音波接合」などがあ

が劣化することなどがあり，実用上の問題点となってい

げられる．

において局所的に溶融して接合する熟圧着法が注目されて

る．超音波接合法も製品寸法や形状に大きな制約がある．

このため大寸法の部材を密着性良く，直接接合する方法と
して，熱可塑性樹脂に対して加熱することにより接合界面

しかし，これらの方法にはそれぞれ欠点がある．例え

おり，その加熱源として，高周波誘導加熱法，抵抗加熱

ば，射出成形接合法では金型を用いるためにその製品寸法

法，レーザ加熱法などが検討され 用いられている．
一方，固相接合の一種である摩擦撹拝接合（FSW）法

や形状に大きな制約がある．また，機械的締結法はリベッ
トやボルトなどの副資材が必要であり，このためコスト増
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これらの結果に基づいて，重ね継手が多用される金属と
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を行った．試験片の採取箇所，試験片形状および試験片寸

測定位置はツール通過部の中央部（a），前進側の外側へ向

法をFig．3に示す．試験片は接合方向に対して垂直に幅

かって5mm（b），及び10mm離れた位置（C）の3箇所

約15mmの短冊状に切り出し，一条件につき3本ずつ作

である．（a）および（b）はツール通過部内側，（C）はツ

製した．また，試験片を採取後，各試験片の幅を測定し

ール外側となる．また，接合開始側の板端部からの距離は

た．さらに樹脂材料側から観察して溶融した樹脂がぬれ拡

（a）120mm，（b）100mmおよび，（C）80mmとなるよ

がった部位を確認した．

うに配置した．

引張試験は試験片のチャック部に厚さ1．5mmのスペー

サーを取り付け，試験片を垂直に引っ張れるように配置し

3．実験結果および考察

た．引張速度は5mm／minとして最大引張せん断荷重を

3．1ツール径の影響

試験片幅で除した値で評価した．

3．1．1接合継手外観状態
A2017未処理材とEAAの組合せにおいて，ツール径を

2．5 接合部破断面観察法

引張せん断試験における接合界面破断面，または，試験

5〜20mmと4水準に変化させたツールを用いた接合継手

後に強制的に樹脂を剥離させた試験片のアルミニウム合金

の外観状態をFig．4に示す．全てのツール径で接合継手

側の破断面の観察をSEMにより行った．観察に際しては

を得ることができた．また，継手裏面ではツール径に対応

スバッタコ一夕一により破断面に白金パラジウムをコー

したEAA溶融部と，さらにアルミニウム合金と樹脂板の

ティングし，観察位置はツール通過部の中央部とした．

重ね継手の隙間に破線で示すように樹脂がぬれ広がった部

2．6

分とが認められた．また，ツール径に対応したツール通過

接合過程における界面温度測定法

継手接合界面の接合中の温度履歴を熱電対を用いて測定
した．測定箇所は樹脂板に穴をあけ，そこにK熱電対

部ではツールの押し込みによりアルミニウム合金がわずか＼、ノ

（直径1．0mm）を通して先端をアルミニウム合金界面に固

られた樹脂溶融部は，このツール通過部にほぼ相当するこ

定した．

とが確認された．すなわち，ツール径の増加とともに樹脂

に変形してEAA側に押し付けられており，継手裏面で見

溶融部の幅は増加した．
3．1．2

継手引張せん断強度

ツール径5，10，15および20mmにて得られた継手の引

張せん断試験結果をFig．5に示す．試験片幅で除した最
大引張せん断荷重はツール径によらずほぼ一定の値を呈し

た．ツール径5mmの継手では全ての試験片が接合界面破

Fig．2

SchematicIllustration ofJoining process，

FrictionLapJoining，FLJ
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Fig．4Joint appearance of EAA and as−reCeived
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は炭素（赤色表示）が明瞭に検出された．これは接合時に

5

7∈芦Zも冒−岳ひ

には数〃mから10／Jm程度の表面キズによる微小な凹部が

存在しており，（b−2）の面分析に示すように凹部の中で

（b）

（a）

鮎cture

0

験時に引きちぎられてアルミニウム合金側表面に取り残さ

5

S遥Su芦

溶融したEAA樹脂が凹部の中に入り込み，引張せん断試

0

れたものと思われる．（b−3）は（b−1）の平滑部分の
0

20
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80

100
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140

El0咽atlOn（％）
A）78nSlleshearloadcurveofas−reCelVedA2017／EAAJOlnt

SEM高倍率像であり，表面には樹脂と思われる付着物が
破面全体に点在して分布しており，これらは面分析におい
て比較的強い赤色部分が点在して分布していることに対応

していると思われる．しかし炭素が特に顕著に認められた

部分（強い赤色部分）はまばらであり，その数も少ない傾
向にあった．
一方，硫酸およびシュウ酸アルマイト処理を行った場合
の観察結果をそれぞれFig．9（C）および（d）に示す．既
にFig．1で述べたようにいずれの皮膜でもその表面には

数十から数百nm程度のアルマイト皮膜孔が開いており，

面分析の結果から，いずれの皮膜においても分析視野全面
にわたって炭素が強く検出された部分（強い赤色部分）が 」
分布していた．また（C−3）および（d−3）は平滑部分の
（a）（b）（e）（d）（e）（り

（g）

B）AppearamceoftheJOInt．（a）beforeand（g）a鮎r
tensllesheaTteStforas−reCel、redA20）7andEAAJOlnt

SEM高倍率像であり，平滑部分においてもその表面全面

には付着した樹脂が白く点状に分布しており，未処理材の

結果と比較して，樹脂の付着は顕著であった．
Fig．8

Resultoftensilesheartestofas−reCeivedAl

alloyandEAAplastic

3．3

A2017表面処理材とPEとの接合

3．3．1継手表面外観状態および断面形状
A2017表面処理材／PEの継手外観および断面形状を
ミニウム合金である．中央部にツール通過部があり，その

Fig．10に示す．EAAと異なり，PEでは未処理材の場

両側に溶融した樹脂が重ね継手の隙間にぬれ広がった領域

合，接合直後に界面剥離が発生して，十分な強度を有する

（母材部との境界を実線で表示している）が認められた．
引張開始後，（b）で樹脂全体の変形が開始すると，（C）

継手は得られなかった．
一方，アルマイト処理を施した場合，いずれもツール通

のようにぬれ広がった領域の樹脂が順次，アルミニウム合

過部の外観および断面には欠陥はみられず，溶融したPE

金表面から剥離する．その剥離した部分の樹脂はEAA母

樹脂がぬれ広がった接合部を得ることができた．しかし，
アルマイト処理の違いによる接合部の外観状態および断面

材部と共に伸びていく様子が分かる，せん断荷重は（d）
で示すように剥離位置がツール通過部の端部に達した時に
一旦，極大値を示すが，剥離位置がツール通過部の内部に
及ぶと，（e）のようにせん断荷重は若干低下した．さらに，
ツール通過部のもう一方の端に達すると再び上昇して最大

形状の差は認められなかった．
3．3．2

継手引張せん断強度

継手引張せん断試験結果をFig．11示す．A2017未処理

材は接合ができなかったため，継手強度は測定していな

値を示し，その後，細長く伸びた母材部で破断した．この

い，一方，アルマイト処理を施した場合はいずれも界面破

結果から，継手引張せん断試験における最大荷重はツール

断することなく，PE母材が降伏し，良好な接合継手が得

通過部の端部で得られており，ツール通過部の内部は端部

られた．一例としてFig．11B）にシュウ酸アルマイト処

よりも接合強度が若干低いことが分かった．

理材の引張試験前後の試験片外観を示すが，試験後もツー

3．2．3 破断面観察

ル通過部周辺のツール荷重を直接受けていない樹脂がぬれ

引張試験時に界面破断となった継手，および強制的に界

広がった部分でも，剥離することなく強く接合されている

面で破断させた継手のアルミニウム合金側破断面表面の外

ことが確認された．また，アルマイト処理の違いによる継

観，SEM微細組織およびEDXによるアルミニウム（Al
kα；青色表示）および炭素（Ckα；赤色表示）の面分析

手強度の差は認められなかった．

結果をFig．9に示す．SEM観察はツール通過部の中央

3．3．3

破断面観察

引張せん断試験では，全てPE樹脂母材破断を呈したた

め，接合界面状態を検討するために強制的にPE樹脂を接

（a）にて行った．
Fig．9（b）はA2017未処理材とEAAの組合せである

合部から引き剥がして，そのアルミニウム合金側破断面に

が，（bTl）のSEM像に示すようにアルミニウム合金表面

て外観，微細組織，およびEDXによるアルミニウム（Al
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脂によっては溶融および加圧のみでは接合は達成できない
ことが明らかになった．

表面に形成された自然酸化皮膜と推察された．
また，Fig．15にPE樹脂とシュウ酸アルマイト処理材

すなわち，FU法によるアルミニウム合金と樹脂の接合
には，接合に効果的なアルミニウム合金の表面処理と，接

継手のTEM像を示す．この接合界面には，特に反応層を

合に適した樹脂の種類があることが示唆された．

た．しかし，Fig．15（C）に示すようにアルマイト皮膜孔

3．5

示唆するようなコントラストを示す領域はみられなかっ

内を観察したところ，コントラストが異なる領域が観察さ

考察

3．5．1接合界面の微細構造解析
TEMを用いて接合界面の微細構造の解析を行った．

れた．更なる高倍率の観察（Fig．15（d））において，こ

Fig．14にEAA樹脂とA2017未処理材継手のTEM像

ことが示唆された．このような場合には，いわゆるアンカ
ー効果による強固な接合機構12）が期待される．

（a）およびEDX分析結果（b）を示す．接合界面は観察
範囲内ではほぼ平滑であり，幅約10nmの濃いコントラス

トを示す領域が存在しており，EDX分析結果より，この
層の主成分はC，0およびAlであり，アルミニウム合金
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の濃淡部領域はPE樹脂がアルマイト孔内に浸入していた

3．5．2

樹脂の分子構造および極性官能基と接合特性と

の関係
本研究においてEAA樹脂はA2017材の表面処理の有無
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て接合が生じたと考えられる．更に，アルマイト処理を施
参

すことにより，安定した酸化皮膜が形成されると共に，皮

膜表面に生じた微細な孔に溶融した樹脂材料が入り込んだ
ことによるアンカー効果も接合に寄与したと考えられる．
一方，極性官能基を有していないPE樹脂の場合，いわ

ゆるフアンデルワールスカによる分子間力は発生するが，

水素結合による静電引力は生じないため強い結合力が発生
せず，未処理材の場合は接合ができなかったと推察され
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