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抵抗スポット溶接を応用した金属と炭素繊維強化樹脂の直接異材接合＊

永塚

公彬**，肖
佐伯

伯律**，呉

利輝**，中田

修平***，北本

和***，岩本

一博**，
善昭***

Dissimilar materials joining of metal / carbon ﬁber reinforced plastic by resistance spot welding*
by NAGATSUKA Kimiaki**, XIAO Bolyu**, WU Lihui**, NATATA Kazuhiro**,
SAEKI Shuhei***, KITAMOTO Yamato*** and IWAMOTO Yoshiaki***
Dissimilar materials joining of metal to carbon ﬁber reinforced plastic (CFRP), which consisted of PA6, modiﬁed polypropylene (PP) or
polyphenylene sulﬁde (PPS) as matrix polymer with short carbon ﬁber, was performed using series resistance spot welding (series-RSW). The
metal plate was placed on CFRP plate as the lap joint, and electrodes of series-RSW were pressed only on the metal plate side. The metal around
the electrode was heated by electrical resistance heating, and the thermoplastic near the interface was slightly melted by the heat conduction from
heated metal. The objectives of this research are to conﬁrm the possibility of directly joining CFRP and metal, and to investigate the effects of
the heat input during series-RSW, silane coupling treatment and chemical structure of matrix plastics on the joint properties.
The direct joint formations of SUS304 to CFRP (PA6) and CFRP (PP) were accomplished, and to CFRP (PPS) was not. The joining area,
which corresponding to the melted area of CFRP, enlarged with increasing the welding current and welding time, therefore, the tensile shear
fracture load also increased. The silane coupling treatment for metal surface was highly effective to increase the joining strength. The maximum
tensile shear strength of about 13 MPa was obtained for SUS304/CFRP (PA6) joint.
Key Words: series resistance spot welding, carbon ﬁber reinforced thermoplastic, polyamide 6, polypropylene, polyphenylene sulﬁde, stainless
steel, dissimilar materials joining, silane coupling

1.

緒

などの問題が挙げられる．機械的接合では，締結金具によ

言

る重量増加，前加工工程が必要となること，設計が制限さ
近年，地球環境への配慮から，自動車，鉄道車両等の輸

れること，応力集中が生じることなどの問題が挙げられる．

送機器のマルチマテリアル化による軽量化が求められてい

こうした問題を解決するため，近年，CFRP を加熱し熱可塑

る．そこで従来より用いられる構造材料である金属材料より

性のマトリックス樹脂を溶融させて金属と接合する融着に

も，軽量で比強度に優れる炭素繊維強化樹脂
（CFRP: Carbon

関する研究が盛んに行われている．金属と CFRP の融着法

ﬁber reinforced plastic︶ の適用が期待されている．CFRP は，

としては，レーザ溶着 ，誘導加熱接合 ，超音波接合 ，摩

5,6)

7)

9,10)

8)

11)

樹脂に対し炭素繊維（CF: Carbon ﬁber）を添加した複合材料で

擦攪拌スポット溶接

あり，特に CF と熱可塑性樹脂の複合材料である炭素繊維強

合（FLJ: Friction lap joining）

化熱可塑性樹脂（CFRTP: Carbon ﬁber reinforced thermoplastic）

法が提案されている．これらの中でも，著者らが提案した

は，射出成形やホットプレスによる低コストで短時間の大

FLJ は，金属と CFRP を重ね継手とし，回転ツールを金属側

1,2)

，摩擦攪拌接合 および摩擦重ね接
12-19)

等の様々な熱源を利用した方

量生産が可能であるため，使用拡大が見込まれている ．し

に押し付けて，ツールと金属の間に生じる摩擦熱によって

かし，これらの材料を適材適所で使用するマルチマテリア

樹脂部を溶融させて接合を行う方法である．ここで FLJ では，

ル化の実現のためには，金属と CFRP の異材接合が不可欠

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

であり，これらの接合技術開発への要求が高まっている．

うことができるため，密着性に優れた強固な接合部を形成

これまでの金属と CFRP との異材接合としては，接着剤
やボルト，リベットなどを用いた方法が一般的に実施され
3,4)

12-19)

することが可能であることを見いだした

．

そこで本研究では，同様に加熱と加圧が同時に可能な接

てきた ．しかし，接着剤を用いる接合では，接合に長時間

合法として，抵抗発熱による加熱と電極による接合界面の

を要することや，有機溶剤の蒸発が作業者の健康を害する

加 圧 を 行 う こ と が 可 能 で あ る 抵 抗 ス ポ ッ ト 溶 接（ RSW:

ため VOC 規制の対象であること，適切な保管／管理が必要

Resistance spot welding）法の金属と樹脂・CFRP の異材接合
法への適用を検討した．従来使用される金属同士の RSW の
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場合は，上板，下板が共に導電性材料であるため，上板と
下板に対しそれぞれ電極を配置し，一方の電極から溶接箇
所を通じて他方の電極に溶接電流を流す方式が一般的であ
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20)

る ．しかし，樹脂・CFRP は基本的に非導電材料であるため，

す．CFRP については，強度に異方性があり，射出成形方向

金属と樹脂・CFRP の両側に電極を配置して接合を行うのは

（FD）と一致する長手方向が，垂直方向（短手方向）
（ TD）に

困難である．そこで導電性を有する金属側だけに電極を配

比べて引張強度が高い傾向が認められた．これは CFRP を

置するシリーズ抵抗スポット溶接（シリーズ RSW）法に着目

射出成形で作製したため，金型近傍の冷却速度が早い領域

した．この方法では，金属側だけに電流を流し，抵抗発熱

において CF が射出成形方向に配向したことに起因すると考

により電極近傍の金属を局部的に加熱し，熱伝導により樹

えられる．

脂・CFRP を溶融・凝固させて接合を行うことが可能である

PA6，PP お よ び PPS の 化 学 構 造 式 は， そ れ ぞ れ

と 考 え ら れ る． シ リ ー ズ RSW を 応 用 し た 金 属 ／ 樹 脂・

[NH(CH2)5CO]n ，[CH2CHCH3]n お よ び [C6H4S]n で あ り，PA6

CFRP 接合法のメリットとしては，電極による加熱と同時に

には極性官能基であるアミド基（ CONH）が存在し，PP およ

加圧するため強固な密着性が期待されることに加え，短時

び PPS には極性官能基が存在しない．使用した PP について

間接合が可能であるため樹脂・CFRP の劣化が少なく，生産

は，酸変性が施されており，構造中に極性官能基が付与さ

性にも優れ，装置およびランニングコストが低く，ロボッ

れている．

ト化および自動化が容易で，既存の溶接電源およびロボッ
20)

トの流用が可能であること等が挙げられる ．

接合に先立ち，CFRP はエメリー紙を用いて研磨した後，
エタノールを用いて脱脂し，SUS304 板はアセトンを用いて

このような金属／樹脂・CFRP の融着による異材接合は，

脱脂した．また，SUS304 については受入材に加えて，エメ

材料表面同士の相互作用によって達成され，溶接条件に加

リー紙 #800 にて流水中で湿式研磨を行った後にアセトンを

えて，マトリックス樹脂の種類や金属に対する表面処理の

用いて脱脂し，シランカップリング処理を施したシランカッ

6,12-19)

接合特性に及ぼす影響は極めて大きいと考えられる

．

プリング処理材も CFRP（ PA6）との接合に用いた．

こうした背景から，本研究では，シリーズ RSW による金

シランカップリング処理には，アミノエチルアミノプロ

属／樹脂・CFRP 継手の形成を試み，これらの継手の接合特

ピルトリメトキシシラン（ C3H6NHC2H4NH2Si(OCH3)3 ）を主成

性に溶接電流および溶接時間等の接合条件，接合前の金属

分とするシランカップリング剤を純水で 0.5 vol.% に希釈し

表面に対するシランカップリング処理，ならびに CFRP の

た水溶液を用い，シランカップリング水溶液中に湿式研磨

マトリックス樹脂の組成の及ぼす影響を検討し，その接合

後の SUS304 をディッピングし，十分に乾燥させて接合に供

機構についても併せて検討を行った．

した．
Fig. 1 に金属／樹脂・CFRP のシリーズ抵抗スポット溶接

2.

実

験

方

の模式図を示す．供試材料は，重ねしろ 40 mm として表面

法

処理面が接合界面側となるように金属板を上板，PA6 およ
3

供試材料には，金属板（150×75×2 mm ）としてオーステ
ナイト系ステンレス鋼 SUS304（ Fe-18mass%Cr-8mass%Ni）を
3

用いた．CFRP 板（150×75×3 mm ）として，熱可塑性樹脂で
あるポリアミド 6（ PA6: polyamide 6），酸変性ポリプロピレ
ン（PP: polypropylene）もしくはポリフェニレンサルファイド
（PPS: polyphenylene sulﬁde）からなるマトリックスに，それ
ぞれ短繊維の CF を添加したペレットを用いて射出成形にて
試作した CFRP 板，ならびに比較のために強化繊維を含ま
ない PA6 板を用いた．これらの CFRP 板については，それ
ぞ れ CFRP
（ PA6），CFRP（ PP）お よ び CFRP（ PPS）と 記 す．
Table 1 に PA6 板およびマトリックス樹脂の異なる CFRP 板
の CF 添加量，マトリックス樹脂の融点および引張強度を示

Table 1 Properties of PA6 and CFRPs used in this study.

Fig. 1 Schematic illustration of (a) joining mechanism and (b)
experimental layout of the series-RSW process for
dissimilar materials joining of metal/plastic and CFRP (All
dimensions in mm).
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び CFRP 板を下板として設置した．そして直流インバータ

れるくぼみ周辺の変色部は大きくなり，正極と負極におけ

式シリーズ抵抗スポット溶接機を用いて，先端径φ8 mm の

る外観上の差異は認められなかった．また，溶接電流 7kA

DR 型（ R40）クロム銅電極を金属側に押し付けて通電加熱を

以上の継手では，くぼみ付近の SUS304 に割れが認められた．

行った．電極加圧力は電極一つ当たり 1.5 kN，電極間距離

これは入熱量が大きすぎたために，SUS304 の一部が溶融し

55 mm とし，Table 2 に示した溶接電流および溶接時間にて

たことに起因すると考えられる．

接合を実施した．CFRP（ PA6）については，溶接電流を 4 か

Fig. 3 に 溶 接 電 流 5 kA， 溶 接 時 間 250 ms に お い て，

ら 8 kA，および溶接時間 250 から 600 ms として入熱量の影

SUS304 と CFRP（ PA6）をシリーズ RSW により接合した際の

響を検討した．通電加熱後は，エアブローにより 30 秒間の

温度履歴を示す．通電を開始することで接合界面は急激に

冷却を行った．また，熱電対を SUS304 と CFRP の接合界面

加熱され，電極直下においては CFRP
（ PA6）のマトリックス

に挿入し，正極，負極の電極直下および電極同士の中間の 3

である PA6 の融点および熱分解温度を上回った後，急冷さ

点の温度履歴を測定した．

れた．正極と負極で電極直下の最高到達温度および冷却速

シリーズ RSW 後の接合継手は，外観観察後，幅約 5 mm

度に大きな差異は認められなかった．電極同士の中間領域

の短冊状試験片形状に切り出し，二液混合型のエポキシ樹

では，PA6 の融点まで最高到達温度は達しなかった．電極

脂に埋め込み，エメリー紙粗研磨およびダイヤモンドペー

直下の冷却速度が電極同士の中間領域に比べて速い理由は，

ス ト に よ る バ フ 研 磨 の 後， 光 学 顕 微 鏡（ OM: Optical

電極直下は水冷電極による冷却が生じたことに起因する．

microscope）を用いて断面の組織観察を行った．さらに，集

溶接電流および溶接時間を増加した場合は，接合温度およ

束イオンビーム（ FIB: Focused ion beam）加工により厚さ約

び PA6 の融点および熱分解温度を上回る時間が増加し，電

100 nm の薄状試験片を作成し，透過型電子顕微鏡（ TEM:

極同士の中間領域においても PA6 の融点を上回った．

Transmission electron microscope）を用いて接合継手界面の微
細構造解析を行った．
接合強度を測定するため，継手の引張せん断試験を実施
した．引張せん断試験は，引張試験機を用いて接合界面に

Fig. 4 に溶接電流 5kA，溶接時間 250 ms および 500 ms で
シリーズ RSW により接合した SUS304 と CFRP（ PA6）の電
極直下の断面組織を示す．電極直下の SUS304／CFRP（ PA6）
の界面は，ボイド等の欠陥が認められない連続的な接合部

せん断力が生じるように SUS304 側および CFRP 側を引張軸
‑3
と平行にクランプし，クロスヘッドスピード 8.3×10 mm/s

にて，それぞれの接合条件で接合した継手が破断に至るま
での最大荷重を測定した．引張せん断試験片は，試験機へ
の取り付けのため，クランプ部のみ約 40 mm 幅に切断した．
なお，継手の引張方向は CFRP 板の短手方向に一致する．
引張せん断試験後の試験片の破面観察を OM および走査型電
子顕微鏡（SEM: Scanning electron microscope）により行った．
3.
3.1

実験結果および考察

接合特性に接合条件の及ぼす影響

Fig. 2 に SUS304/CFRP（ PA6）継手の外観写真を示す．いず

Fig. 2 Appearance of series-RSW SUS304/CFRP(PA6) joint at
the welding current of 5 kA and welding time of 250 ms.

れの接合条件においても，SUS304 と PA6 および CFRP（ PA6）
との直接接合が可能であり，チリの発生は認められなかっ
た．金属側にはくぼみ（圧痕）が認められ，溶接電流および
溶接時間の増加に伴い，SUS304 の酸化に起因すると考えら

Table 2 Series-RSW conditions for SUS304/CFRPs.

Fig. 3 Temperature history of series-RSW for SUS304/
CFRP(PA6) at the welding current of 5 kA and welding
time of 250 ms.
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であり，上板の SUS304 が下板の CFRP（ PA6）側に下凸型に

響をそれぞれ示す．なお，Fig. 6 (a) には，SUS304／CF 無添

変形していた．電極直下の下凸型の変形は，加熱により溶融・

加の PA6 継手の結果について併せて示す．溶接電流および

軟化した CFRP
（ PA6）が，電極による加圧を受けた SUS304

溶接時間の増加に伴って，継手の引張せん断破断荷重は増

板によって周囲に押し出されたことに起因すると考えられ

加し，いずれの条件でも巨視的には接合界面において破断

る．溶接電流および溶接時間が大きい程，下凸型の変形量

が生じた．溶接電流を増加させた場合は二次関数的に，溶

は大きかった．

接時間を増加させた場合は一次関数的に継手の引張せん断

Fig .5 に TEM を用いて SUS304／CFRP（ PA6）界面の微細

破断荷重は増加する傾向が認められた．これは抵抗加熱に

構造解析を行った結果を示す．SUS304 と CFRP（ PA6）の接

おけるジュール発熱が，溶接電流の二乗，溶接時間の一乗

合は，マトリックス樹脂である PA6 が SUS304 と接合する

に比例するためと考えられる ．

20)

ことで達成されており，CF が SUS304 と接合されている領

Fig. 7 に溶接電流 4，5 および 7 kA，溶接時間 250 ms でシ

域は認められなかった．マトリックス樹脂である PA6 と

リーズ RSW した SUS304／CFRP（ PA6）継手の引張せん断試

SUS304 の間には，厚さ 10 nm 程度の Cr の酸化物や水酸化

験後の SUS304 側および CFRP（ PA6）側の破面マクロ観察結

物と考えられる非晶質の SUS304 の酸化皮膜が認められた．

果を示す．さらに，Fig. 8 に溶接電流 5 kA，溶接時間 250 ms

これらの材料は，SUS304 の酸化皮膜と PA6 のアミド基で生

でシリーズ RSW した継手について，Fig. 7 中に示した領域（i）

21)

じる水素結合等に起因して接合されたと考えられる ．

および領域（ii）におけるミクロ観察結果を示す．

Fig. 6 (a) お よ び (b) に， 溶 接 電 流 お よ び 溶 接 時 間 が

Fig. 7 の SUS304 側と CFRP（ PA6）側の破面は，それぞれ

SUS304／CFRP（ PA6）継手の引張せん断破断荷重に及ぼす影

紙面谷折りのマッチング破面であり，いずれの継手におい
ても CFRP（ PA6）側には CFRP（ PA6）の溶融部が認められ，
SUS304 側には CFRP（ PA6）の破断に起因する付着物が認め
られた．電極の正極側と負極側で溶融部の大きさに差異は
認められなかった．これらの継手は巨視的には界面破断を
呈しているが，CFRP（ PA6）部の破断も同時に生じているこ
とが明らかである．これらの破面の CFRP（ PA6）の溶融部は，
いずれの接合条件においても破断形態が明確に異なる領域

Fig. 4 Cross-sectional microstructures of series-RSW SUS304/
CFRP(PA6) joints at the welding current of 5 kA and
welding time of 250 and 500 ms.

Fig. 5 TEM-bright ﬁeld image at the interface of the series-RSW
SUS304/CFRP(PA6) joint at the welding current of 5 kA
and the welding time of 250ms..

Fig. 6 Effects of (a) welding current and (b) welding time on
tensile shear fracture load of series-RSW joint of SUS304/
CFRP(PA6).

（i）および（ii）に分類可能であった．Fig. 8 に示した SEM に

Fig. 7 Fractured surface of series-RSW SUS304/ CFRP (PA6)
joints at the welding current of 4, 5 and 7 kA, and welding
time of 250 ms.

Fig. 8 Microstructure of the region (i) and (ii) in Fig. 7 on
fractured surface of series-RSW SUS304/ CFRP (PA6)
joint at the welding current of 5 kA and welding time of
250 ms.
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よ る ミ ク ロ 観 察 の 結 果， 領 域（ i）で は，SUS304 側 お よ び

カップリング処理材および受入材を用いた場合の，引張せ

CFRP（ PA6）側の両方の破面で剥き出しの CF が観察され，

ん断強度を示す．引張せん断強度は，溶接電流を増加する

凹凸が激しい延性的な破断形態であった．これに対し，領

ことで低下する傾向が認められ，溶接電流 4 kA において，

域（ii）では，黄褐色に変色した CFRP（ PA6）が観察され，平

シランカップリング処理材を用いた場合では約 13 MPa，受

坦で一部ボイド部で破断している脆性的な破断形態であっ

入材を用いた場合では，約 10 MPa となり，いずれの溶接電

た．これらの領域（ i）および（ii）の接合強度を検討するため

流においても，シランカップリング処理を施した場合の方

に，領域（i）あるいは領域（ii）が形成されている箇所から短

が引張せん断強度は高かった．

冊状試験片を切り出して引張せん断試験を実施した．その

溶接電流を増加させることで，CFRP（ PA6）の溶融部が拡

結果，いずれの接合条件でも，領域（ i）が含まれる試験片は

大して接合面積が増加するため継手の引張せん断破断荷重

強固に接合されていたが，領域（ii）だけが含まれる試験片は

は増加したと考えられるが，接合面積当たりの接合強度で

引張せん断試験を実施することが困難な程度にしか接合さ

ある引張せん断強度は低下した．重ね継手の引張せん断試

れていなかった．これらの結果より，領域（i）は，巨視的に

験では，せん断応力に加えて，被接合材の荷重軸のずれに

は界面破断ではあるものの，一部 CFRP（ PA6）板の母材部で

よって曲げモーメントに起因する応力が生じる．引張せん

破断が生じており，SUS304 と CFRP（ PA6）が強固に接合さ

断試験の引張軸方向に接合部長さが大きくなることで，こ

れている有効接合領域であると考えられる．これに対し，

の曲げモーメントが増加して，見かけ上のせん断強度は低

領域（ii）は，加熱初期の急激な温度上昇に曝され CFRP
（ PA6）

下すると報告されている ．すなわち，本研究においては，

のマトリックス樹脂である PA6 が熱分解を生じて変色やボ

溶接電流を増加することで接合面積は増加するものの，曲

イドが生成した後，電極による押付けで電極の外部に押し

げモーメントの増大による応力集中が接合部端部で生じた

出されて凝固したと考えられ，これは接合にはほとんど寄

結果，破断荷重を接合面積で除したみかけ上の引張せん断

与していない熱劣化領域であると考えられる．これらの領

強度は低下したと考えられる．

22)

域（i）および（ii）からなる溶融部は，他の接合条件において

シランカップリング処理を施すことで，いずれの溶接電

も同様に分類可能で，溶接電流および溶接時間が増加する

流においても引張せん断強度が増加したことから，シラン

に伴って溶融部は大きくなった．すなわち，溶接電流およ

カップリング処理により SUS304／CFRP（ PA6）の界面の接合

び溶接時間を増加させることによって領域（i）の有効接合面

強度が増加したことが明らかである．その理由としては，

積が大きくなり，これらの継手の引張せん断破断荷重が増

シランカップリング処理によって化学的な結合力が接合界

加したと考えられる．

面に導入されたことに起因すると考えられる．これまでの

Fig. 6 (a) において，CF 無添加の PA6 と CFRP（ PA6）の引

FLJ 等の融着法による金属／CFRP の直接接合のメカニズム

張せん断破断荷重を比較すると，CFRP（ PA6）の方が引張せ

として，アンカー効果，ファンデルワールス力，金属表面

ん断破断荷重は大きかった．これらの継手はそれぞれ巨視

の酸化物等と CFRP の樹脂中に含まれる極性官能基の間に

的には界面破断であるが，PA6 および CFRP（ PA6）の一部で

作用する水素結合力等が提案されている

も母材破断を生じているため，この差は PA6 および CFRP

表面の凹凸によるアンカー効果の影響が小さくなるような

（PA6）の母材強度に起因すると考えられる．
3.2

接合特性にシランカップリング処理の及ぼす影響

Fig. 9 (a) に，シランカップリング処理を施した SUS304 を

12-19)

．本研究では，

平滑表面の SUS304 を用いており，特別な凹凸は形成してい
ない．このような平滑表面状態の金属板の接合においては，
これらの接合メカニズムの中では水素結合力による影響が
21)

大きいと考えられる ．これに対して，シランカップリング

用いて溶接電流 4 から 7 kA でシリーズ RSW により接合し
た SUS304／CFRP（ PA6）継 手 の 引 張 せ ん 断 破 断 荷 重 を，
SUS304 受入材を用いた場合と併せて示す．
シランカップリング処理を施した場合においても，溶接
電流を増加することで継手の引張せん断破断荷重は増加し，
受入材を用いた場合に比べて，いずれの溶接電流において
も著しく破断荷重は増加した．継手の破断は，シランカッ
プリング処理を施した場合でも巨視的には接合界面で生じ，
Fig. 7 に示した受入材の場合と同様に破面は，有効接合領域
（領域（i））と，溶融した CFRP（ PA6）が押し出されて形成さ
れた領域（領域（ii））に分類可能であった．そこでこれらの単
位面積辺りの接合強度を比較する目的で，引張せん断破断
荷重を破面観察で認められた有効接合領域の面積で除して
引張せん断強度を算出した．Fig. 9 (b) に，SUS304 のシラン

Fig. 9 Effects of silane coupling treatment on (a) tensile shear
fracture load and (b) tensile shear strength of series-RSW
joint of SUS304/CFRP(PA6) at the welding current of
4-7 kA and welding time of 250 ms.
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処理を施した場合では，接合前の金属表面にシランカップ

かった．これら継手の破断は，CFRP の母材部でも生じてい

リング層（C3H6NHC2H4NH2Si(OH)3 ）が金属の酸化皮膜と共有

る た め， こ の よ う な 破 断 荷 重 の 差 は，CFRP（ PA6）板 と

結合を介して形成される．このシランカップリング層中に

CFRP
（ PP）板の強度の差に起因すると考えられる．

は極性官能基であるアミノ基（ NH2 ）が存在しているため，

いずれの CFRP もそのマトリックス樹脂の溶融は確認さ

CFRP（ PA6）の マ ト リ ッ ク ス で あ る PA6 中 の ア ミ ド 基

れたものの，CFRP（ PPS）のみ SUS304 との接合ができなかっ

（ CONH）と水素結合による結合力が生じると考えられる．

たが，これは樹脂中の極性官能基の有無に起因すると考え

さらに，PA6 の分子鎖の末端に存在するカルボキシル基

られる．マトリックスとして PA6 を用いた場合は，極性官

（ COOH），および加熱による熱分解により分断されて生成

能基であるアミド基には電気陰性度の高い O および N と共

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
19,21,23)

合等の共有結合を生じると考えられる

有結合し電気的にプラス性を帯びた H

+δ

が 存 在 す る．

．このようにし

SUS304 の酸化皮膜には，Cr との結合により分極により電気

て，シランカップリング処理材を用いた場合では，SUS304

的にマイナス性を帯びた O ‑δ が存在し，このため，SUS304

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

と CFRP（ PA6）は，SUS304 の酸化皮膜の O ‑δ と PA6 のアミ

リング層と CFRP（ PA6）のマトリックスである PA6 が水素結

ド基中の H +δ との水素結合による結合力が生じる

合および共有結合を生じることで，強固な接合が達成され

に対し，PP は極性官能基を有しないが，本研究で用いた酸

たと考えられる．

変性 PP では，酸変性により形成された極性官能基が存在す

3.3

マトリックス樹脂の異なる種々の CFRP の接合

18,21)

．これ

るため，PA6 と同様に酸化皮膜との間で水素結合力を生じ
ると考えられる．そして，極性官能基を有さない PPS を用

Fig.10 に CFRP の マ ト リ ッ ク ス と し て PA6，PP お よ び

いた場合では，分極状態にある H +δ が存在しないため，接

PPS を用いて，溶接電流 5 kA，溶接時間 250 ms にてシリー

合界面に働く力としては極めて弱いファンデルワールス力

ズ RSW により接合した SUS304／CFRP 継手の引張せん断

とアンカー効果のみであり，継手の形成に至らなかったと

破断荷重，ならびに，Fig. 11 に引張せん断試験後のマッチ

考えられる．

ング破面を示す．
継手の引張せん断破断荷重は，CFRP（ PA6）では約 3.2 kN，

4.

結

論

CFRP（ PP）では約 2.7 kN であり，CFRP（ PPS）では接合出来
なかった．CFRP
（ PPS）については，入熱不足であることを

シリーズ抵抗スポット溶接を用いて SUS304 と熱可塑性樹

懸念して，溶接時間を 310 ms として入熱量を増加させたが，

脂をマトリックスとする CFRP の異材接合を試み，溶接電

同様に接合を行うことが出来なかった．これらの継手の破

流および溶接時間等の接合条件，接合前の金属表面に対す

断は，いずれも巨視的には SUS304／CFRP 界面で生じ，破

るシランカップリング処理，ならびに CFRP のマトリック

面は Fig.7 と同様に，有効接合領域
（領域（ i））と，溶融した

ス樹脂の極性官能基の有無が接合特性に及ぼす影響を検討

CFRP が押し出されて形成された領域（領域（ii））に分類可能

した結果，以下のことが明らかになった．

であった．これらの溶融部の大きさは，CFRP（ PP），CFRP

1. 溶接電流 4 から 8 kA，溶接時間 250 から 600 ms において

（ PA6），CFRP
（ PPS）の順に小さくなる傾向が認められた．

は，いずれの接合条件においても，SUS304 と CFRP（ PA6）

これらのマトリックス樹脂の融点は，PP が 436 K，PA6 が

との直接接合が可能であり，金属側にはくぼみ（圧痕）が

498 K，PPS が 551 K であるため，融点の高い材料をマトリッ

認められ，チリの発生は生じなかった．

クスとした場合，同じ入熱では CFRP の溶融部が小さくなっ

2. 電極直下の SUS304／CFRP（ PA6）の界面は，通電により

たと考えられる．CFRP（ PA6）継手と CFRP（ PP）継手を比較

急激に加熱されて PA6 の融点を上回り，通電の終了直後

すると，引張せん断破断荷重は CFRP（ PA6）継手の方が大き

に急冷され，ボイド等の欠陥のない連続的な接合界面が
形成された．接合界面には，非晶質の SUS304 の酸化皮

Fig. 10 Tensile shear fracture loads of series-RSW SUS304/
various CFRP joints at the welding current of 5 kA and
welding time of 250 ms.

Fig. 11 Fractured surface of series-RSW SUS304/various CFRP
joints at the welding current of 5 kA and welding time of
250 ms.
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膜が認められ，酸化皮膜と CFRP（ PA6）のマトリックス

7.

樹脂である PA6 が接合することで，SUS304 と CFRP
（ PA6）
の継手が形成された．
3. 溶接電流および溶接時間を増加すると，SUS304／CFRP
（PA6）継手の引張せん断破断荷重および CFRP（ PA6）の溶
融面積は増加し，引張せん断強度は低下した．引張せん

8.

9.

断 試 験 後 の 破 面 観 察 の 結 果，CFRP の 溶 融 部 は， 一 部
CFRP の母材部で破断が生じ強固に接合されている有効
接合領域および熱劣化した CFRP が電極により押し出さ

10.

れて凝固した領域に分類された．
4. CF 無添加の PA6 を接合した場合に比べて，20 wt% の CF
を添加した CFRP（ PA6）を接合した場合は，継手の引張

11.

せん断破断荷重が大きかった．
5. シランカップリング処理を施すことで，SUS304／CFRP

12.

（ PA6）の接合強度が著しく増加し，引張せん断強度は最
大で約 13 MPa であった．
6. CFRP のマトリックス樹脂として，PA6 および酸変性 PP
を用いた場合は接合が可能であり，PPS を用いた場合は

13.
14.

接合出来なかった．
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