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論 文

突合せおよび重ね合せ接着継手の強度分布特性†

今 中 誠 ＊ 原 賀 康 介 ＊＊ 西 川 哲 也＊＊＊

Strength Distributions of Adhesive Bonded 

Butt and Lap Joints

by

Makoto IMANAKA*, Kosuke HARAGA** and Tetsuya NISHIKAWA***

Since adhesive bonded joints generally possess a considerable scatter in their strength, elucidation 
of the strength distribuion properties of these joints is important for better utilization of these joints.

In this study, to investigate the change in strength distribution of adhesive joints due to the size 
effect, tensile and tensile shear strengths of adhesive bonded butt and lap joints were statistically eva-
luated. The probability of failure was calculated for butt joints with a different diameter and for lap 
joints with a different lap length. Each data set was then plotted using normal, Weibull and doubly ex-
ponential functions. Furthermore, the effect of adhesive area on the mean and coefficient of variation 
of the joint strength was investigated. First, the strength distributions of butt and lap joints were simu-
lated by the weakest link model based on the strength distribution of the butt joint having the smallest 
diameter and stress distribution of the adhesive layer obtained by FEM analysis. Then, the mean and 
coefficient of variation of these joints were compared with the simulation results. The main results 
obtained are summarized as follows;

(1) The strength distribution of adhesive bonded butt joint was nearly approximated by a normal 
distribution. However, for lap joint the strength distribution was fitted for an extreme distribution 
rather than a normal ditribution.

(2) The relationship between the mean strength and adhesive area plotted on a logarithmic graph 
paper showed experimental curves of butt and lap joints with a convex shape. However, the mean 
strength of the butt joint simulated by the weakest link model decreased linearly with increasing adhe-
sive area, while the shape of the simulated curve of the lap joint was concave.

(3) The coefficient of variation of the butt joint was independent of the adhesive area, as pre-
dicted from the model, whereas the coefficient of variation of the lap joint decreased with increasing 
adhesive area contrary to the prediction of the model. This discrepacy may have been caused by a 
variation in shear strength due to a measurement error in the lap length.

Key words: Adhesive joint, Butt joint, Lap joint, Normal distribution, Weibull distribution, 
Doubly exponential distribution, Size effect

1 緒 言

軽量化 や異種材料等 の接合 を可能 にす ることか ら,

航空機,自 動車,電 機産業等 において接着接合法の適

用範 囲が拡大 している.そ のため,継 手強度 につ いて

の関心が高 ま り,接 着継手 の強度特性 や応力解析 に関

する研究報告が増加している1)2).しかし,継手の信頼性

を明確化する上で必要な強度分布に関する統計的な研

究はご く僅 かである3)~6).さらに,接 着継手 強度 のば らつ

きは溶接継 手や リベ ッ ト継手等 と比較 する と大 きく,

この ことが,機 械 構造物 の設計 者が接 着接合 をため ら

う大 きな原因の一つにな っている.し たがって,接 着

継手の強度分布特性の明確化は接 着継 手の設計基準 を

決定す る上で極めて重要 な課題であ る.

本研究で は接着継手のスケ ール ア ップを行 う際 に必

要 とな る継手寸法 と強度分布の関係 を調べ るため,直

径 ならびに重ね合せ長 さの異 なる突合せお よび重 ね合

せ接着継手の静的強度試験 を行 い,強 度分布 を求 め,

正規分布,ワ イブル分布お よび二重指数分布へ の適応

度 を調べ た.さ らに,最 小 リンクモ デルに基づ いて,

接着面積 の増加 に伴 う平均強度 ならびに変動係数 の推

定 および実験値 との比較検討 を行 った.

2 接着継手試験片 および実験方法

Fig. 1(a),(b),(c)は,静 的引張試験 に使用 した突合

せ と重 ね合せ接着継手試験片 な らびにね じりせ ん断強
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(a) Butt joint (for tensile test).

(b) Lap joint.

(c) Butt joint of thin wall tube (for torsional test).

Fig. 1. Shape and sizes of the adhesive 

bonded lap and butt joints.

度 を求めるために使用 した薄肉円筒突合せ接着継手 の

形状 ・寸法 を示 している.接 着剤 にはエポキシ系接着

剤 であ るDP-190グ レー(住 友ス リーエ ム(株)製)を

使用 し,被 着体 として は,突 合せ接着継手 については

機械構造用 炭素鋼(JIS S45C)を,重 ね合せ接着 継手

について は板厚2mmの ステ ンレス鋼 板(SUS304)を

使用 した.

これ ら接着継手試験の作製条件 を以下 に示す.被 着

体表面 をアセ トンによ り脱脂 した後,主 剤 と硬化剤 を

体積比1:1に 混合 した接着剤 によ り接 着 を行 い,室

温で24時 間保 った後,70℃ で24時 間 アフ ターキ ュ

アを行 った.な お,接 着層厚 さは接着剤 中に直径100

μmの ガラス ビーズ を少量添加す るこ とに よ り調節 し

た.

突合せ および重 ね合せ接着継手 の静 的引張試験 はオ

トグ ラフDCS-5000((株)島 津製 作所 製)に よ り,

それぞれ引張速度0.5mm/minな らびに1.0mm/min

の条件 で行 った.な お,強 度分布 を求 めるに際 しての

試験本数 はそれぞれ50本 と した.ま た,薄 肉円筒 突

合せ接着 継手 のね じ りせ ん断試 験 は容 量400N・mの

ね じり試験機 を用いて荷重速度100N・m/minの 条件

で測定 した.

3 実験結果 ならび に考察

3・1 強度分布特性

Fig. 2(a),(b)は 突合せ ならびに重 ね合せ接着継手 の

引張 および引張せ ん断強度 を正規確率紙,ワ イブル確

率紙 にプロ ッ トした ものであ る.ま た,Fig. 2(c)は 二

重指 数分布 に対 する適応性 を調べ るため,ワ イブル分

布確 率紙の横 軸 を普通 目盛 りに修 正 したプ ロ ットを示

してい る.い ずれの図 とも横軸 は単位接着面積あ た り

の見か けの引張 も しくはせん断強度 を,縦 軸 は累積破

断確率 を示 してい る.

まず,突 合せ接着継手 の各分布 に対す る適応性 につ

いて検討 を行 う.正 規 分布 については,Fig. 2(a)よ り

直径12mmの 継手 では高強度 側でや や左 上が りの傾

向が認 め られるが,他 の継手 はほぼ良好 な直線関係が

(a) Normal distribution.
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(b) Weibull distribution.

(c) Doubly exponential distribution.

Fig. 2. Tensile and tensile shear strength distributions of the butt and lap joints.

得 られている.ワ イブル分布 につ いては,Fig. 2(b)に

示す ように直径8mm,12mmの 継手 で は分布曲線 の

折 れ曲が り傾 向が認 め られる.二 重指数分布につ いて

は,直 径20mmの 継手 で はほぼ直線関係が 維持 され

てい るが,直 径8mm,12mmの 継 手で は明確 な分布

曲線 の折れ曲が りが認め られる.

一方,重 ね合 せ接 着継手 につ い ては,ラ ップ長 さ

20mmの 継手 に おいていず れの分布 に対 して も左下

が りの傾向が認め られる ものの他 の継 手についてはい

ずれの分布に対 して もほぼ直線関係が保 たれている.

Fig. 2の 結果 よ り,突 合せ お よび重ね合せ接着 継手

についていずれの分布 に適応す るか明確な傾向は認め

られ ない.そ こで,前 報6)と同様 に各分布の母数 を最尤

法 によ り推定 し,推 定値 をTable Iに 示す とと もに,

コロモゴルフス ミルノフの適応度検定7)によ りこれ らの

分布 のワイブル分布,二 重指数分布 ならびに正規分布

に対す る分布 の適応度 を調べ た.実 測 した累積標本分

布 と推定値 を母数 とす る累積分布 関数 に対 して両者 の

確率 紙上の 垂直距離 の最大値DmaxをFig. 3に 示 す.

図よ り,突 合せ な らびに重 ね合せ接着継手 に共通 して

極値 分布 であ るワイブル分布 と二重指 数分布のDmax

がほぼ一致 する ことが認 め られる.突 合せ接 着継手に

ついて は,直 径8mmと20mmの 場合,正 規分布 に

対 する適応 度が他 の分布 と比較 して最 も高いが,直 径

12mmの 突 合せ接 着継手 で は,や や二重 指数分 布 に

対す る適応度が高 くな ってい る.重 ね合せ接着継手で
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Table I. Statistic properites of tensile and tensile shear strength.

はラ ップ長 さ30mmの 継手で は正 規分布 に対 す る適

応 度が高 くなって いる ものの ラ ップ長 さ10mmと20

mmの 継手 については,二 重指数分布 に対す る適応度

が他 の分布 と比較 して最 も高 いこ とが認 められる.前

報6)において も,本 実験 と同一被着体 を用 いて2種 類の

接着剤 によ り接合 された重 ね合せ長 さ25mmの 重ね

合せ接着継手 につ いて も正規分布 よ りもむ しろ極値分

布 に対 す る適応 度 が高 い こ とが確 認 され て い る.

Kurzmannら3)は 突合せ な らびに重ね合せ接 着継 手の強

度分布は,正 規分布 よ りもむ しろ二重指数分布に適応

す るとしてい る.本 実験結果で は,全 体 として,重 ね

合せ接 着継 手については正規分布 よりも極値分布であ

る ワイブルお よび二重指数分布に対 する適応 度がやや

高 くなっているが,突 合せ接着継手 については極値分

布 よりも正規分布 に対 する適応度 がやや高 くなってい

る.ま た,野 中 ら5)は接着層 の応力分布が不均一化す る

に したが って,極 値分布 に対す る適応度が低下 し,正

規分布 に対す る適応度が高 くなると しているが,本 実

験結果で は応力分布の不均一 な重ね合せ接着継手の方

が突合せ接着継手 よ りも極値分布 に対す る適応性が高

(a) Butt joint

(b) Lap joint

Fig. 3. The fitness of the theoretical 

distributions.

くなっている.こ のよ うに,接 着継手 の強度分布 の適

応度 の傾 向を統一 的に示す こ とは困難 である と考え ら

れる.

3・2 平均強度 な らびに変動係数 と接着面積 の関係

一般 に強度分布の寸法効果 につ いては
,最 小 リンク

モデル に基づ き考察 され る場合が多 い8).そこで,こ れ

ら接着継手の平均強度 ならびに変動係数 と接着面積 の

関係 を最小 リンクモデル に基づいて検討す る.

3・2・1 突合 せ接着継 手 最小 リンクモ デル を仮

定する と応 力分布が均一な場合に は強度分布の寸法効

果 を求め ることがで きる8).ここで は,本 モデル に従 っ

て比較的均 一な接 着層 の応力分布が得 られ る突合せ接

着継 手の強度分布 と接着 面積 の関係 について検討す る.

最小単位 の1つ の リンクの破壊確率 を引張応力 を基

準 として形状 パ ラメー タ ε0,尺度パ ラメ ータ ξ0の2

母数 ワイブル分布 として次式 に示す.

単位接 着面積 当 た りの欠 陥の数 を α とす る と接着

面積Sの 突合せ継手 に含 まれる欠 陥の数 はn=αSと

なるので,接 着面積Sの 強度 分布 関数 は次式 で示 さ

れ る.

これ よ り接 着面積が変化 した後 も尺度パ ラメータが

ξ'=ξ0(αS)-1/αと変化 す るのみであ り,形 状係数 は変

わ らず,平 均 強度な らびに変動係数は次式で与 えられ

る8).

Fig. 4に は突合 せな らびに重 ね合 せ接 着継手 の接 着

面積 と平均強度 の関係 な らびにそれぞれの継手 の平均
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Fig. 4. Effect of adhesive area on the average 

tensile or tensile shear strength of the butt 

and lap joints.

Fig. 5. Effect of adhesive area on the coefficient 

of variation of tensile or tensile shear 

strength of the butt and lap joints.

値 の推 定値 が示 されている.図 中の突合せ接 着継手の

平均 強度の推定値 は直径8mmの 突合せ接着継手 の強

度分布 に基 づ き式(3)に 従 って求 めた もの である.図

よ り接着面積の増加 によ り実験値が推定値 よ りやや低

下す る傾向 が認 め られ る.こ の結果 は,小 径 の突合

せ接着継手の強度分布 に基づ き大径の突合せ接着継手

の平均強度 を推定す ると危険側の推定値 を与 えること

を示 してい る.な お,同 様 の傾向が セラ ミック材料の

試験片体積 と平均強度 の関係 において も確認 されてい

る.

変動係 数 につ いては式(4)よ り形状パ ラメー タの み

に依存 してお り,接 着面積 に依存せず一定値 を とるこ

とが予想 され る.Fig. 5は 突合せ お よび重ね合せ接着

継手 について接 着面積 と変動係 数の関係 を示 している.

図 よ り,式(4)の 傾向 と一致 して突合せ接 着継手 の変

動係 数は接 着面積 の増加に依 らずほぼ一定値 をとるこ

とが認め られる.

3・2・2 重ね合 せ接 着継 手 試験片 の応力分布 が

不均一 な場合 につ いて も最小 リンクモデル を適用す る

と均一 な応力状態 における強度分布 を基準 と して強度

分布 関数 を導 くことが可能であ る8).ここで は,池 上 ら

に より提案 されてい る接 着部の強度則 を用い るこ とに

よ り,直 径8mmの 突合せ接着継 手の強度分布 な らび

に重ね合せ接着継手の接着部の応力分布 を基準 として

重ね合せ接着継手の強度分布 の導 出を試 みる とともに

実験値 との比較 を行 う.

Fig. 6. Boundary conditions of the lap joint.

Fig. 6に 示す境界条件 な らびに荷重条件 下で有限要

素法 に よ り,重 ね合 せ接 着継手 の応 力分 布の解 析 を

行 った.な お,本 解析 に用い た接着層 のヤ ング率 とポ

アソ ン比 は1098MPaお よび0.33,被 着体鋼板 のヤ

ング率 とポ アソン比 は205.0GPaお よび0.33で ある.

Fig. 7(a),(b)は 本解析 よ り得 られ た接着層 方向に平均

化 したy方 向の引張 な らびにyx方 向のせ ん断応 力分

布 を示 している.同 図の横軸 の値 は ラップ長 さによ り,

縦軸 の値 は平均せ ん断応力 に より正 規化 されてい る.

Fig. 7よ り,引 張お よびせ ん断応力 と もにラ ップ端部

で応力集 中が生 じてお り,そ の値 は ラップ長 さの増加

に伴 い増大 してお り,一 般 的な重ね合せ接 着継手の応

力分布 の傾 向 と一致 している.

接 着部 の強度則 としては式2),10)(5)を用い る.

式(5)に おいて,σy,τyxは 接 着部の引張お よびせ ん

断応 力,σ0,τ0は 欠陥の な い接着部 の極 限強度,m

は常 数で ある.な お,数 値計 算 に際 して は,σ0と し

て は直径8mmの 突合せ接着継 手 の最 大値37.4MPa

を,τ0はFig. 1に 示 した比 較 的均 一 な接 着層 の応 力

分布が得 られ る薄 肉円筒突合せ接着継手 のね じり試験

よ り得 られたせ ん断強度の最大値30.2MPaを 用 いた.

式(5)の 強度則 を仮定す る と相当応力 は次式 に よ り示

される.

強度分布推定 の基準 となる単 軸引張の場合,相 当応

力は σeq=σy/σ0となるので,式(1)に よ り示 され る1

つの リンクの破 断確 率 は式(6)の 相 当応力 を用い て示

す と式(7)の ようにな る.
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(a) Normal stress.

(b) Shear stress.

Fig. 7. Normal and shear stress distributions 

of the lap joint.

ただ し ξ'=ξ0/σ0

さて,重 ね合 せ接 着継手 の接 着層 をm個 の微 小要

素 に分割 し,i番 目の部分 で破 壊 しない確率 をRiと

する と最小 リンクモデルに基づ くと接着部の非破 壊確

率は次式で示 され る.

R=mIIi=1Ri (8)

i番 目の部分 の相 当応力 を σei,接着面積 をSiと して

式(8)の 両辺に対数 をとると

Si→0と す る と

ラ ップ幅 をWと す るとds=Wdxと な るので

ただ し ταは平均せ ん断応力,な お,feはFig. 7に

示 した引張な らびにせん断応力分布 を用い て数値積分

を行 うことに よ り算出 した.

式(11)よ り,破 壊確 率 は式(12)で示す ことがで きる.

式(12)に示 され るよ うに突合せ接 着継手 の強度分布 を

基準 として導いた重ね合せ接着継手の強度分布 も2母

数 ワイブル分布 で ある.式(12)よ りラ ップ長 さが変化

した場合 も尺 度パ ラ メー タが ξ'(αwfc)-1/ε0と変化 す

るのみで あ り,形 状 係数のみの変数であ る変動係数 は

変化 しない.ま た,平 均強度 は式(13)で与 えられる.

Fig. 4に は重ね合せ接着継 手の接着面積 と平 均せ ん断

強度の関係 な らび に式(13)に基づ く式(5)のmを パ ラ

メー タとした平均 せん断強度の推定値 も示 されて いる.

なお,Fig. 4,5の 図中には前報6)において測定 した 同一

接 着剤 に より接合 され たラ ップ長 さ25mmの 重ね合

せ接着継手の平均強度な らび に変動係数 もあわせ て示

してい る.同 図 よ り,m=8の 場合 に実験 値 と最 も近

い値 を示す ことが認め られ るが,ラ ップ長 さの増加 に

伴い平均強度 は推定値 よ りも実験値の方が やや高 い値

を示す ことが認め られ る.し か し,実 験値 と推定値 の

接着面積の増加 に伴 う低下傾向 を比較す ると,平 均強

度の実験値のプ ロ ットを結ぶ と上 に凸の 曲線 となるが,

推定値の プロ ットは下 に凸の 曲線 となって いる.こ の

ことは,突 合せ接 着継手 と同様 に,実 験値 は接着面積

の増加に伴 って低下率が増加 し,推 定値 は接着面積 の

増加に伴 って低下率が減少す ることを示 している.

一方
,変 動係 数 はFig. 5に 示 されて いる ように式

(12)より予想 され る傾 向 と異 な りラ ップ長 さの増 加 に

伴い低下す ることが認め られ る.こ の原因 は,突 合せ

と重ね合せ接 着継手の作製方法の違い による ものと推

察 され る.す なわち,突 合せ接着継手 にお いて,接 着

面積 は被着体 の直径に よってほぼ決定 され るが,重 ね

合せ接 着継手では接 着時に重ね合せ長 さの調節 を行 う

ため,接 着面積 の誤差 は突合せ継手 と比較 して増加す

る もの と考え られ る.同 図 において も重ね合せ接着継

手の変動係 数は突合せ接 着継手の変動係数 と比較 して
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Fig. 8. Fracture load vs. lap length.

Fig. 9. Variation of average shear strength due 

to measuring error in the lap length.

約2倍 以 上 の 値 を示 す こ とが 認 め られ て い る.以 下,

変 動 係 数 に及 ぼす ラ ップ寸 法 の誤 差 の 影 響 につ い て 検

討 を行 う.

Fig. 8は ラ ップ長 さ と破 断 荷 重 の関 係 を示 して い る.

ラ ップ長 さ と破 断 荷 重 の 関 係 を2次 式 で 近 似 す る と式

(14)で示 され る.

P(l)=600l-9.5l2 (14)

さて,ラ ップ長 さlの 重 ね 合 せ 接 着 継 手 作 製 時 の所

定 の ラ ップ長 さ との 誤 差 Δlに つ い て,α を常 数 と し

て Δl=αlと 仮 定 す る と寸 法 誤 差 に よ る破 断荷 重 の 変

動 は式(15)で 示 され る.

したが って,ラ ップ長 さの誤差 によるせん断強度の

変動 Δτ/τは式(16)で示 される.

Fig. 9は 式(16)に 基づ いて計算 した重 ね合 せ接着継 手

の接着面 積 とせ ん断強度 の変動 Δτ/τの 関係 を αを

パ ラメー タ として示 した もので あ る.同 図 よ り αに

よらず接着面積 の増加 に伴 って減少 し,Fig. 5に 示 し

た重ね合せ接着継手 にお ける接着面積の増加 に伴 う変

動係数の低下傾向 と一致す る.

4 結 言

接着面積の異 なる突合せ ならびに重ね合せ接着継手

の強度分布の正規,ワ イブルならびに二重指数分布 に

対す る適応性 を調べ るとと もに,平 均強度 な らびに変

動係数 に及 ぼす接着面積の影響 につ いて検討 した.主

な結果 は以下 のとお りで ある.

(1) コロモ ゴルフス ミルノフの検定結果 よ り,突 合

せ接着継手 につ いて は正規分布 に対す る適応度が やや

高 く,重 ね合せ接着継手 につ いて はワイブル もしくは

二重指数分布 に対す る適応度がや や高 いこ とが認 め ら

れた.

(2) 突合 せ接 着継 手 につ い て最小 リ ンクモ デル に

従 って,直 径8mmの 突 合せ接 着継手の強度分布 を基

準 と して,平 均強度 の推定 を行 った ところ接着面積 の

増加 につ れて,平 均強度 を過小 に評価す る傾 向が確認

された.一 方,変 動係数 は最小 リンクモデルの予想 ど

お り接着面積 に依存せず ほぼ一定値 を示 した.

(3) 重ね合せ接着継手 につ いて も,最 小 リンクモデ

ルならびに接着層の組合せ応力下 における強度則 を適

用す ることによ り,ラ ップ長 さの増加 に伴 う平均強度

お よび変動係数 を推定 したところ,突 合せ接着継手 と

同様 に,接 着面積の増加 に伴 う平均強度 の低下率 を過

小 に評価す る傾向が認め られ た.変 動係数 につ いては,

最小 リンクモデル よ り予想 され る傾向 と大 き く異 な り,

ラ ップ長 さの増加 に伴 う顕著 な低下傾向が確認 された.

この原因 と予想 され る継手強度の変動 に及 ぼす ラ ップ

寸法の誤差の影響 を調べた ところ実験結果の傾向 とよ

く一致 した.

終わ りに本研 究の実施に際 して当時,大 阪教育大学

学生であ った上江後剛氏,久 和人氏 ならびに鎌 田寿

郎氏の協 力 を得た.記 して謝意 を表す る.
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