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The use of adhesive has recently been expanding in many fields such as automotive and aircrafts.  An adhesively 

bonded joint, however, has a high stress concentration at the ends of the bond-line and that causes strength reduction.  

A uniform stress distribution along the overlap is appropriate for improving the load bearing capabilities.  As a method 

to realize the uniform stress distribution, functionally graded adhesive joints have been proposed by a few researchers. 

The proposed manufacturing method of functionally graded adhesive joints was, however, difficult to control the 

properties of adhesive such as moduli, elongation and strength.  This study presents a novel method to control the 

properties easier than previous ones.  By changing continuously the mixing ratio of two types of adhesive: soft and 

hard second generation acrylic adhesives (SGA), the adhesive mixture was applied on a substrate.  The adhesive layer 

has graded moduli after the curing at room temperature.  In order to evaluate the mechanical properties of the adhesive 

mixture, bulk specimens were prepared and examined by static tensile tests.  Additionally, the hardness distribution of 

a property graded adhesive layer was measured by the nano-indentation test to confirm the accuracy of the mixing ratio 

control. 
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1. 緒   言 

近年，接着剤の機能の向上に伴い，自動車や航空機などの接合部に大きな荷重を受ける機械にも接着接合が利

用されるようになり，さらなる接着接合強度の向上が求められている．しかし，接合強度向上のため高弾性率の

接着剤で異種材料を接合すると，線膨張率の違いから接着接合部に熱応力が生じ，強度低下や熱変形を引き起こ

しやすい．したがって，接合強度向上と熱応力緩和の両立が可能な接着手法への期待が高まっている．有望な候

補の一つとして，接着層の物性を傾斜させ応力分布の平滑化を図る傾斜機能継手が提案されている[1-3]．この場

合，複数の接着剤混合比を連続的に変化させながら接着剤を塗布することにより接着層の物性を連続的に変化さ

せ，応力集中の緩和を図っている．本報では，混合比の変化に伴う硬化不良が生じにくい 2 種類の第二世代アク

リル接着剤(SGA)を接着剤として使用し，接着剤層に傾斜物性を与える新手法を提案する．さらに，接着層の物

性コントロールの精度を確認するため，硬化後の接着剤層に対して硬度分布測定を行い，その物性分布の評価を

行う． 
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2. 試料 

2・1 接着剤硬化物の製作方法 

接着剤には高ヤング率，低延性の接着剤１と，低ヤング率，高延性の接着剤２を用いた．双方とも，二液主剤

形の第二世代アクリル接着剤(SGA)であり，また 2 液性のため，合計 4 液を扱った．各種接着剤の A 剤と B 剤は

混合により硬化反応が生じる．従って，A 剤同士および B 剤同士の混合では，硬化なしに 2 種類の接着剤を混合

可能である．混合及び真空脱泡には，真空混錬脱泡機（ARV-310，Thinky）を用いた．A 剤同士および B 剤同士

を混合した後，それぞれを別のシリンジ容器に注入し，これらをスタティックミキサーを介してシリコン型に流

し込み，硬化物の試験片を作成した． 

 

2・2 接着剤硬化物の引張試験の試験片 

接着剤硬化物の試験片形状を図 1 に示す．本試験では JISK7113 に規定された 2 号型試験片を用いた．引張試験

には，機械式試験機（AGS500A，島津製作所）を使用し，非接触ひずみ計を用いてひずみの測定を行った．各混

合割合に対する試験回数は 5 回とし，試験温度は 23[°C]とした． 

 

2・3 硬度分布測定用試験片 

図 2 に，アルミ合金板の上に接着剤を薄く塗布し硬化させた試験片の形状を示す．本試験片では，接着剤層に

面内方向の物性傾斜を持たせてある．この試験片を用いて，接着剤層の硬度分布を測定し，物性傾斜の精度の評

価を行った． 

接着剤の塗布および混合には，三軸ロボットにディスペンサー2 つを取り付けた接着剤塗布装置を用いた．接

着剤はスタティックミキサーを介して混合しアルミ合金被着体に塗布した．ディスペンサーとしては，プランジ

ャー方式のもの（MEASURING MASTER MPP-1，武蔵エンジニアリング）を用いた．また，吐出位置の制御のた

めの 3 軸ロボット（SHOTMASTER® DS SM200DSZ，武蔵エンジニアリング）を使用した．本装置を用いて接着

剤を塗布する様子を図 3 に示す． 

接着剤層に傾斜物性を付与する手順を図 4 に示す．まず，異なる SGA の A 剤同士を，混合割合と塗布位置を

変えながらアルミ合金板に塗布する．次に，B 剤同士についても同様の手順で混合を行い，PTFE 治具に塗布す

る．ここで A 剤および B 剤は，各塗布面にたいして接着剤１および２の混合比が同じになるように装置を制御し

た．接着剤の塗布後に，図４に示すように A 剤と B 剤の各塗布面を重ね合わせ，硬化を行った．SGA では，A

剤に含まれる酸化剤と B 剤に含まれる還元剤が反応し，室温で接着剤の硬化が完了する．硬化後は PTFE 治具を

接着層から剥離し，アルミ板と接着層の 2 層構造より成る硬度分布測定用試験とした．この試験片の接着剤層に

ついて，ナノインデンター（Nano Indenter G200，東陽テクニカ）を用い，接着層の硬度分布を測定した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  The mixing device with a multi-axis robot 

Fig. 1  Dimension of the bulk 
specimen for tensile test 

Fig.2   Specimen for hardness testing 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 結果と考察 

3・1 引張試験 

 バルク試験片の引張試験により得られた応力ひずみ線図から，接着剤１の割合の増加と共に，接着剤全体のヤ

ング率も約 5[MPa]から約 1.66[GPa]まで連続的に変化した．また同様に，その引張強度も，接着剤１の割合が増

加とともに約 0.5[MPa]から約 23[MPa]まで連続的に増加した．一方，接着剤２の割合の増加とともに接着剤の最

大ひずみも増加した．このように接着剤の機械的な特性は，2 種の SGA の混合比を選択することにより調整可能

であることがわかった． 

 

3・2 硬度分布試験 

 硬度分布測定用試験片の接着剤層に対して，物性の傾斜方向に沿い，計 11 箇所の硬度を測定することで，接着

層の硬度が面内方向に連続的に傾斜していることを確認した．さらに，ナノインデンターで測定した荷重変位線

図の除荷の傾きからヤング率を求めた．その結果，混合比から推定したヤング率の分布との差は小さいことが分

かった．以上の結果から，本報で提案した接着層に物性傾斜を与える新手法により，その機械的特性を自由にコ

ントロールしつつ傾斜物性の実現が可能であることが分かった． 

 

3. 結   言 

 

・2 種類の二液主剤型 SGA を，配合比率を変えて混合し硬化させ，接着剤硬化物試験片を製作し，その引張試

験を行った．その結果，弾性率や引張強度，並びに最大ひずみ等の特性を，連続的に可変できることを確認した． 

・傾斜機能形成後の接着層硬度分布を評価した結果，本研究で提案した手法により，接着層の機械的特性を面

内方向に傾斜させることが可能であることが分かった． 
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Fig. 4  Manufacturing method of a specimen for hardness testing 
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