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1.　緒　　　　　言

近年，構造材料として従来から用いられてきた金属材料
と，新たに用いられ始めた樹脂材料を組み合わせて，両者
の利点を組み合わせることにより軽量化を達成する構造材
料のマルチマテリアル化が注目されている．その樹脂材料
の中でも，樹脂中に炭素繊維 (CF: Carbon fiber) を配合する
ことで，樹脂の軽量性と，CFの高強度，高弾性の特徴を併
せ持つ複合材料である炭素繊維強化樹脂 (CFRP: Carbon fiber 
reinforced plastic) が特に注目されている1-3)．CFRPの中でも，
CFと熱可塑性樹脂の複合材料である炭素繊維強化熱可塑性
樹脂 (CFRTP: Carbon fiber reinforced thermoplastic) は，従来
の熱硬化性樹脂をマトリックスとする CFRPと比較して，
ホットプレスや射出成形による大量生産が可能で，成形時
間の短縮，製造コストの削減が実現でき，自動車の構造材
料として使用拡大が見込まれている 2)．しかし，これらの

CFRPと金属のマルチマテリアル化の実現のためには，金属
／CFRPの異材接合技術の確立が不可欠である．従来用いら
れてきた金属と樹脂の異材接合法としては，接着法と機械
的締結法があげられる4-6)．しかし，それぞれ課題もある．
接着による接合では，接合を完了するのに長時間を要し，
継手強度にも限界がある．また，揮発性物質による環境汚
染も問題である．一方，機械的締結では，応力集中の発生
や機密性に欠けるという問題があるほか，リベットなどの
締結材の必要性および作業手順の増加などの点で大量生産
には不利なプロセスである4)．
そこで着目したのが摩擦熱を利用した摩擦重ね接合法
(FLJ: Friction lap joining)7,8)である．FLJは摩擦攪拌接合(FSW: 
Friction stir welding)9-11)を応用した接合法であり，摩擦熱と
加圧力によって接合を行なうが，ツールにプローブを必要
とせず，接合界面の攪拌を伴わないという点で FSWとは異
なる．
これまでに行った FLJによる金属と樹脂・CFRTPの接合
では，酸化皮膜を介して接合され，酸化皮膜と樹脂中の極
性官能基の相互作用により接合が生じることが明らかにさ
れている．
しかし，金属として鉄鋼材料を用いた場合についての報
告は少なく，特にステンレス鋼と CFRTPの異材接合につい
ては報告がない．ステンレス鋼は，安定で緻密な不動態皮
膜がその表面に形成されることで，著しく耐食性を向上さ
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せた鉄鋼材料であり，鉄道車両などの輸送用機器にも使用
されている．FLJ等による金属／樹脂の融着においては，金
属表面と樹脂の相互作用が極めて重要であるが，ステンレ
ス鋼のように緻密な不動態皮膜がその表面に形成されてい
る場合に，これが接合特性に及ぼす影響については明らか
となっていない．
そこで本研究ではステンレス鋼 (SUS304) と CFRTPの摩
擦重ね接合 (FLJ) による直接異材接合を試み，その接合強
度に及ぼす接合速度の影響およびその接合メカニズムを検
討した．

2.　実　験　方　法

供試材は，上板に SUS304の冷間圧延鋼板 (長さ 150mm，
幅 75mm，厚さ 2.0mm)，下板にマトリックスとして PA6
を用いた CFRTP(長さ 150mm，幅 75mm，厚さ 3.0mm) を
用いた．使用した SUS304の化学組成を Table 1に示す．な
お CFRTPは強化材として長さ約 500μm，直径約 10μmの短
繊維の CFを PA6に対し 20wt%含有したペレットを射出成

形により板上に成形したものである．PA6は ε -カプロラク
タムがアミド結合によって重合したポリアミドであり，極
性を有する官能基を有する．Fig. 1に FLJの模式図を示す．
FLJは位置制御型 FSW装置にてプローブを有さないツール
を用いて実施した．その外観写真を Fig. 2に示す．ツールは
供試材表面と接触するショルダが平坦な円形状ツールであ
り，ショルダ径は 15mm，ツール材質は超硬合金 (WC-Co)
である．上板を SUS304，下板を CFRTPとした重ね代
30mmの重ね継手とし，テーブル部の裏当金の上にジグで
固定した．その後，ツールを回転させながら SUS304板表面
に押し付け，板表面から一定の深さまでツール先端を押し
込んだ後，ツールを一定速度で移動させて接合を行った．
Table 2に接合条件を示す．Table 2に示す通り，ツールの押
し込み深さ 0.3mm，前進角 0.5°として接合を行った．FLJ
中の接合界面近傍の温度変化は，SUS304/CFRTP界面の継手
接合方向中央のツール通過中心部に，あらかじめ線径 0.2mm
のガラス被覆 K型熱電対を挿入して実測した．

Fig. 3に観察試験片，引張試験片，温度測定の切り出し位
置および寸法を示す．また，温度測定は，観察試験片，引

Fig. 3   Specimen cutting positions in friction lap joints for the tensile 
shear test, microstructure observation and thermocouple 
inserted position for the temperature measurement 
experiment.

Fig. 1   Schematic illustration of the setup for friction lap joining 
of the SUS304 and plastic plates.

Fig. 2  Appearance of the WC-Co tool with the Φ15mm shoulder.

Table 1  Chemical composition of the SUS304 plate (mass %).

Table 2  Joining conditions of FLJ.
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張試験片とは異なるに継手において行った．FLJ後の接合継
手は，外観観察後，接合方向と垂直に，幅約 5mm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脂に埋め
込み，エメリー紙粗研磨の後，ダイヤモンドペーストを用
いてバフ研磨を行い，光学顕微鏡 (OM :Optical Microscope)，
走査型電子顕微鏡 (SEM :Scanning Electron Microscope)，お
よびエネルギー分散型 X線分析器 (EDS :Energy Dispersive 
Spectrometry) を用いて接合継手断面の組織観察を行った．
次に，引張せん断試験により接合継手強度を評価した．
引張せん断試験片は，継手を接合方向と垂直に幅 15mmの
短冊状に切り出した試験片である．試験に際しては，曲げ
モーメントの発生を防ぐため試験片にスペーサーを固定し
て，継手の接合方向と垂直に荷重を加え，破断にいたるまで
の最大荷重を測定した．引張せん断試験は，クロスヘッド
スピード 0.5mm/minにて，それぞれの接合条件で接合した
継手に対して，3回ずつ試験を行った8)．引張せん断試験後
の試験片の破面観察を OMおよび SEM-EDSにより行った．

3.　実験結果および考察

3.1　 FLJ 中の温度履歴および接合部組織に及ぼす接合速
度の影響

接合速度 1.67，3.33および 16.7mm/sで接合した SUS304/
CFRTP継手のビード外観および裏面である CFRTP側の代表
的な外観例 (3.33mm/s) を Fig. 4に示す．
いずれの接合速度においても，SUS304と CFRTPの直接接
合が可能であった．接合速度 1.67mm/sでは，ツールの通過
により形成されたビード部にバリが認められた．これは入

熱量が大きいために，ツール先端に SUS304が凝着して，そ
れがバリを形成したと考えられる．FLJはツールの初期位置
を制御して実施する位置制御式の装置を用いて実施してい
る為に，接合中ツール先端に SUS304が凝着すると，ツール
の長さが長くなり，接合中の実際のツールの挿入深さは，
初期押し込み深さ 0.3mmよりも大きくなり，その分バリと
して外部へ排出される SUS304の量が増加したと考えられ
る．なお SUS304のツールへの凝着は接合速度 3.33mm/s以
上では生じず，これらの接合速度ではバリ等の欠陥のない
滑らかな外観を呈するビードが形成された．
接合速度 1.67および 3.33mm/sでは，ビード部は接合時の
加熱によってその表面が酸化により黒茶色に変色していた．
これに対し，接合速度 16.7mm/sでは，酸化による変色は生
じなかったものの，ビード表面に断続的なツールマークが
確認され，またビード幅も狭くなった．これは入熱が不足
して SUS304が十分に加熱されなかったために，ツールが押
し上げられて初期押し込み深さ 0.3mmを維持してツールが
移動するのが困難となりショルダ部全面が SUS304表面に接
触しなかったためと考えられる．
なお，継手裏面である CFRTP側は，接合速度の違いによる
外観上の差異は認められなかった．
接合速度 1.67，3.33および 16.7mm/sで接合した SUS304/

CFRTPの接合界面の SUS304側における FLJ中の温度履歴
を Fig. 5に示す．
接合界面の温度は，ツールの接近とともに急激に上昇し，
最高温度に達した後，緩やかに低下した．接合速度の低下
に伴い，最高到達温度は上昇するとともに，高温となる時
間が長くなり，CFRTPのマトリックスである PA6の溶融時

Fig. 4  Appearances of FLJ joints processed at different joining speeds of 1.67, 3.33 and 16.7 mm/s.
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間 (溶融温度を上回った時間)および熱分解時間 (熱分解温
度を上回った時間)は増加した．到達温度が溶融温度を超え
ると CFRTPが SUS304に対し濡れ広がり，熱分解温度を超
えることで PA6が分解されてボイドが形成されると考えら
れる．すなわち，接合速度の低下に伴い，SUS304と CFRTP
の密着が強固に達成されると考えられるが，熱分解により
接合界面に多数のボイドが形成されると考えられる．
接合速度 1.67，3.33および 16.7mm/sで接合した SUS304/

CFRTP継手のマクロ断面組織を Fig. 6に，ならびに，接合
速度 1.67mm/sで接合した SUS304/CFRTP継手のミクロ断面
組織を Fig. 7に示す．
接合速度 1.67mm/sでは，接合部は下凸形状に変形し，ツー
ル通過部直下の加熱により溶融した CFRTPの一部が加圧さ
れることでツール通過部端部へ押し出されて CFRTPの板厚
が明確に減少した．

また接合界面近傍においては，多数のボイドが認められ
た．これは，接合時の過剰な入熱によりマトリックスであ
る PA6の熱分解が進行し，熱分解に起因するガスが発生し
たためと考えられる．
接合速度 3.33mm/sでは，ツール通過部全域において

SUS304と CFRTPが接合されて良好な密着が認められ，接
合界面および CFRTP内部にはボイド等の欠陥は認められな
かった．
接合速度 16.7mm/sでは，接合は可能であったもののツー
ル通過部中心付近だけがわずかに溶融して接合されたのみ
であり，ツール通過部端部においては未接合部が観察された．
また，いずれの接合速度においても，接合界面では

SUS304と CFRTPのマトリックスである PA6が接合されて
おり，SUS304と CFが直接接触している部分は認められな
かった．
次に，接合速度 3.33mm/minで接合した SUS304/CFRTPの
マトリックスである PA6の TEMによる微細構造解析結果を
Fig. 8に示す．Fig. 8は明視野像（BFI）と BFI中の各位置
における FFT解析による結晶構造解析結果である．

BFIより，接合界面ではコントラストの異なる 3つの領域
が認められた．干渉縞が認められる領域 (ⅰ) が SUS304母

Fig. 5   Temperature history on the SUS304 plate side at the 
interface of SUS304/CFRTP joints during FLJ at different 
joining speeds of 1.67, 3.33 and 16.7 mm/s.

Fig. 8   TEM-BFI at the interface of the SUS304/ PA6 joint, and 
diffraction patterns at the SUS304 base metal, metal oxide 
layer and PA6 base material respectively.

Fig. 6   OM images of cross sections of SUS304/CFRTP joints at 
different joining speeds of 1.67, 3.33 and 16.7 mm/s.

Fig. 7   Cross-sectional microstructure at the joint interface of the 
FLJ joint of SUS304/CFRTP at the joining speed of 
1.67mm/s.
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材部であり，領域 (ⅲ) が CFRTPマトリックスの PA6部で
ある．これらの間には厚さ約 5nmの薄膜層の領域 (ⅱ) が
存在している．それぞれの領域に対して FFT解析を行い，
電子線回折像を得た．その結果領域 (ⅰ) はオーステナイト
相 (FCC) と同定され，SUS304母材と同定された．一方領
域 (ⅱ)と PA6母材部である領域 (ⅲ)は非晶質相であった．
しかし領域 (ⅱ) の薄膜層をより詳細に観察すると，非晶質
相であるものの，局所的に結晶性を有する部分が認められ
た．結晶性を有する部分について，異なる 2つの視野 (a)お
よび (b)における，TEM-BFIと FFT解析による電子線回折
像を Fig. 9に示す．視野 (a)と (b)では，異なる結晶構造を
示し，視野 (a)では HCrO2，視野 (b)では CrO(OH)であると
回折パターンの指数付けが可能であった．結晶構造は異な
るものの，いずれも Crの酸化物および水酸化物であること
が分かった．これらの結果より，SUS304と CFRTPは，

SUS304の酸化皮膜および水酸化皮膜と CFRTPのマトリッ
クスである PA6との間で接合していることが明らかである．
これまでの FLJによる金属と樹脂あるいは CFRTPとの接合
に関する研究報告においても，軟鋼 SPCC/PA6では Fe3O4

8)，
アルミニウム合金 A5052/PA6ではMgO9)が接合界面に形成
されており，これらの酸化被膜を介して接合が成されてい
た．樹脂材料の接着接合機構には，化学的相互作用である
水素結合，機械的相互作用であるアンカー効果，物理的相
互作用であるファンデルワールス力が上げられる．本研究
における接合機構としては，マトリックスである PA6は分
極性を示す極性官能基であるアミド基を有していることか
ら，アミド基中の正に帯電している H+δと，SUS304の接合
界面に形成されたクロム酸化被膜中の負に帯電している O-δ

の間に生じる水素結合が主な接合機構と推察される．

3.2  継手引張せん断強度および破断部組織に及ぼす接合速
度の影響

接合速度 1.67から 16.7mm/sで接合した SUS304/CFRTP
継手の接合速度と引張せん断破断荷重の関係を Fig. 10に示
す．図中×印は界面破断，○印は界面破断ではあるものの
CFRTP部の母材破断を一部伴う破断である．なお，接合速
度 16.7mm/sで得られた継手は接合強度が低く，引張せん断
試験片を作製するための切断加工時，あるいは引張せん断試
験機への固定時に破断が生じたため，その値を 0kNとした．
継手の引張せん断破断荷重は，接合速度の増加とともに
増加し，接合速度 3.33mm/sで最大の約 2.5kNとなり，これ
以上の接合速度では，接合速度の増加に伴い低下する傾向
を示した．接合速度 3.33mm/s以上において継手破断強度が
低下したのは，接合時の界面温度が低く，高温保持時間が
短かったために，樹脂の接合界面への密着および結合反応
が不十分となり接合強度が低下したこと，ならびに CFRTP
の溶融部が小さくなり接合面積が減少したことが原因と考
えられる．一方，接合速度 3.33mm/s以下で継手破断強度が
低下したのは，接合時の入熱増加により CFRTPのマトリッ
クスである PA6の熱分解が進行し，ボイドが接合界面に多
数存在したことによる，接合面積の減少や，熱劣化による

Fig. 9   TEM images at the interface of the SUS304 / PA6 joint and 
diffraction patterns at crystal areas in the metal oxide layer 
of SUS304, identified as HCrO2 in (a) and CrO(OH) in (b).

Fig. 10  Relation between the joining speed and tensile shear fracture load of SUS304/CFRTP joints.
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CFRTPそのものの強度低下が原因と考えられる．
次に，接合速度 1.67，3.33および 16.7mm/sで接合した

SUS304/CFRTP継手の引張せん断試験後の破面について，
SUS304側および CFRTP側の OMによって観察したマクロ
破面を Fig. 11に示す．
いずれの接合速度においても，SUS304側には CFRTPが
破断したことに起因する付着物が認められ，一方 CFRTP側
には CFRTPのマトリックスである PA6が溶融したと考えら
れる領域が認められた．
最も引張せん断破断荷重が大きかった接合速度 3.33mm/s
では，CFRTP側において，重ねしろ全域には至らないもの
のツール通過部を超える領域で CFRTPの溶融した形跡が認
められた．一方，SUS304側では，ツール通過部とほぼ一致
する領域において，塊状の CFRTPに起因する付着物が認め
られた．
接合速度 3.33mm/sで接合した場合の，SEM-EDSによる

SUS304側および CFRTP側の破面観察結果を Fig. 12に示す．
SUS304側の破面において，付着した CFRTPに起因する

Cが広範囲で検出された．これらの Cが検出された付着物
の大部分はマトリックスの PA6であり，一部の線状付着物
が CFである．また，Feが検出された領域は基材である
SUS304が剥き出しになっており，部分的に Feの検出量が
少ない領域には特に多くの CFRTPが付着していた．

CFRTP側の破面からは，Feは検出されず，全域にわたっ
て Cが強く検出された．線状に Cが検出された部分が CF
であり，それらを囲む部分がマトリックス PA6部分である．
このように SUS304および CFRTPのいずれの破面におい
ても，CFと PA6が観察され，Feは SUS304側からのみ検出
されたことから，継手の破断は巨視的には SUS304と
CFRTPの接合界面ではあるものの，微視的には，接合界面
近傍の CFRTP内部においても生じたことが明らかである．
これは接合界面が強固に接合されていたために，界面近傍
の CFRTP内において破断が生じたものと考えられる．
最も入熱量の大きい条件である接合速度 1.67mm/sでは，
CFRTP側の溶融部は幅 30mmの重ねしろ全域に認められた．
一方，SUS304側では，重ねしろ中心付近において，幅
15mmのツール通過部を超える広い領域で CFRTPの付着が
認められた．観察された付着物の量は，接合速度が低下し，
入熱量が増加するに伴って増加する傾向が認められた．ま
た，SUS304および CFRTP側において，茶色に変色した
CFRTPが部分的に認められ，このことからも入熱過多によ
る PA6の熱分解が進行したことが明らかである．
最も入熱量の小さい条件である接合速度 16.7mm/sにおい
ては，CFRTPの溶融は，重ね部中心付近のツール通過部に
おいてのみ認められた．SUS304側には，他の接合速度の場
合と同様に CFRTPの付着が認められたが，その付着は狭い

Fig. 11  OM images of fractured surfaces of SUS304/CFRTP joints processed at different joining speeds of 1.67, 3.33 and 16.7 mm/s.

Fig. 12  SEIs, and element distributions of Fe, C and O of fractured surfaces on the SUS304 and CFRTP sides at the joining speed of 3.33 mm/s.
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範囲に限られた．
これらの結果から，最も継手の引張せん断破断荷重が高
かった 3.33mm/sにおいては，接合強度が強固であったため
に引張せん断試験後の破面の SUS304表面に破断した
CFRTPが認められた．これよりも接合速度が低い条件では
入熱が過剰となってボイドの生成量が増加すると共に，熱
劣化による CFRTPの母材強度の低下が生じて，SUS304へ
の CFRTPへの付着量が増加したものの，接合強度が低下し
たと考えられる．これに対し，接合速度が高い場合は，入
熱が足りず，界面が十分に加熱されなかったため CFRTPが
SUS304に十分に濡れ広がらなかったために接合強度が低
かったと考えられる．

4.　結　　　　　論

SUS304と炭素繊維強化熱可塑性樹脂 (CFRTP) の摩擦重
ね接合 (FLJ) による直接異材接合を行い，その接合性およ
び接合機構を検討するとともに，これらの継手の接合強度
に及ぼす接合速度の影響を検討した結果，以下のことが明
らかになった．
1.  接合速度 1.67から 16.7mm/sの接合条件範囲では，いずれ
の接合条件で接合した場合においても，SUS304／ CFRTP
の直接接合が可能であり，SUS304と CFRTPが連続的に
密着した接合界面が認められた．

2.  TEMによる接合界面の微細構造解析の結果，SUS304と
CFRTPの接合界面には，厚さ約 5nmの，主として非晶質
の Cr酸化物および水酸化物層が認められ，これらの酸化
物および水酸化物層と CFRTPのマトリックスである PA6
が結合することにより，SUS304と CFRTPは直接異材接
合された．

3.  接合継手の引張せん断破断荷重は，接合速度の増加にと
もなって増加し，接合速度 3.33mm/sで最大の約 2.5kNと
なり，それ以上の接合速度では低下した．

4.  継手の破断は，巨視的には SUS304と CFRTPの接合界面
ではあるものの，微視的には，接合界面近傍の CFRTP内
部においても生じた．

謝　　　　　辞

本研究の一部は，平成 26年度  NEDO委託事業（未来開
拓研究プロジェクト）「革新的新構造材料等研究開発」およ
び JSPS科研費 26820326の助成を受けたものである．

参 考 文 献

1) J. C. Williams, and E. A. Strake Jr.: Progress in structural materials 
for aerospace systems, Acta Materiaria, 51 (2003) 5775-5799.

2) S. Y. Fu, B. Lauke, E. Mader, C. Y. Yue, and X. Hu: Tensile 
properties of short-glass-fiber- and short-carbon-fiber reinforced 
polypropylene composites, Composite Part A, 31 (2000) 1117-1125.

3) C. K. Narula, J. E. Allison, D. R. Bauer, and H. S. Gandhi: Materials 
chemistry issues related to advanced materials applications in the 
automotive industry, Chemistry of material, 8 (1996) 987-1003.

4) S. B. Kumar, I. Sridhar, S. Sivashanker, S. O. Osiyemi and A. Bag: 
Tensile failure of adhesively bonded CFRP composite scarf joints, 
Materials Science & Engineering B, 132 (2006) 113-120.

5) B. Kolesnikov, L. Herbeck and A. Fink: CFRP/titanium hybrid 
material for improving composite bolted joints, Composite 
Structures, 83 (2008) 368-380.

6) G. Kelly: Load transfer in hybrid (bonded/bolted) composite single-
lap joints, Composite Structures, 69 (2005) 35-43.

7) F. C. Liu, J. Liao, and K. Nakata: Joining of metal to plastic using 
friction lap welding, Materials & Design, 54 (2014) 236-244.

8) K. Nagatsuka, D. Kitagawa, and K.Nakata: Friction lap joining of 
thermoplastic materials to carbon steel, ISIJ International, 56 (2016) 
1226-1231

9) D. Kitagawa, K. Nagatsuka, and K. Nakata: Direct joining of plastics 
to carbon steel by friction lap joining, Proceedings of the 1st 
International Joint Symposium on Joining and Welding (2013) 111-
114.

10) RS. Mishra, and ZY. Ma: Friction stir welding and processing, 
Materials Science and Engineering, 50 (2005) 1-78.

11) W. M. Thomas: Friction stir welding for the transportation industries, 
Materials & Design, 18 (1997) 269-273.


