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1.　はじめに

接着剤による接合は，異種材料の接合ができる，薄板
を高強度に接合できる，接合ひずみが少ない，大がかり
な設備や熟練技能を要しないなどの特徴から，機器の軽
量化，高強度・高剛性化，高精度化，製造工程の合理化
などを目的として，各種の産業分野で適用が進んでいる 1）．
接着は，点や線での接合ではなく，面接合が容易にでき，
素材自体の強度と同等の接合強度が容易に得られること
から，金属部品の薄板・軽量化要求においては，特に，
自動車や鉄道車輌などのさらなる軽量化における活用が
期待されている 2）．また，軽量化の手段として，アルミ
ニウム化，マグネシウム化，炭素繊維複合材料（CFRP）
化も進んでおり，これらの材料と鋼板の接合で問題とな
る電食防止の点からも接着は有効な手段である．

しかし，接着接合は，界面を有する化学的接合であるた
め，強度や信頼性，耐久性には金属材料とは異なる考え方
が必要であり，金属材料や機械設計の技術者にとっては取
組みにくい接合方法と言えよう．残念ながら接着接合の汎
用的な設計基準がほとんどないことも適用の阻害となって
いる．試行錯誤や製品での検証試験の繰返しによって信頼
性を確保して適用されているのが現状である．

ここでは，接着強度の信頼性や耐久性に影響する因子，
接着の実力強度，複合接着接合による信頼性，耐久性の向
上などについて述べる．

2.　接着強度の信頼性

2．1　凝集破壊率
接着接合は，接着剤という接合材料を用い，接着剤と素

材（接着される材料を以下被着材と呼ぶ）の界面で化学的
に結合しているという点から，破壊は，接着剤内部での破
壊（これを以下凝集破壊と呼ぶ）と接合界面での破壊（こ
れを以下界面破壊と呼ぶ）に大別される．一般に多く見ら
れるのは界面破壊であるが，被着材の表面には，図 1に示
すように，界面での結合力に影響する多くの因子が集まっ
ており，これらの因子を常に一定条件に管理することは困
難なため，界面破壊の場合は強度ばらつきが大きくなる．

一方，接着剤の内部で破壊する凝集破壊においては，接
着剤の物性だけで接着強度が決まるので，強度ばらつきは
小さくなる．凝集破壊率（接着面積全体に占める凝集破壊
部の面積比）は 100% が理想であるが，筆者の経験からす

れば，凝集破壊率が 40% 以上であれば，低強度品の発生
はほとんどなく，強度ばらつきの小さな信頼性の高い接着
ができていると考えることができる 3）．信頼性を考える時
の基本は，正規分布になっていることであるが，凝集破壊
率が 40% 以上では接着強度は正規分布となる 3）．界面破
壊を減らすことは，接着の信頼性確保の第一歩である．

凝集破壊率を高くするには，被着材表面を表面処理や表
面改質して界面での結合力を増加させることが基本である
が，接着剤によっては油が付着したまま接着しても完全な
凝集破壊になるものもある．図 2は，二液室温硬化型アクリ
ル系接着剤（SGA：Second Generation Acrylic Adhesive）
で油が多量に付着した鋼板同士を接着してはく離した状態
であるが，完全な凝集破壊となっており接着強度も極めて
高い．板金の接着においては，油が付着したまま接着がで
きることは必須条件であり，SGA は板金用接着剤として
多くの適用がなされている 1）．溶接の代替として接着接合
を採用するのは，接着の経験が少ない技術者には不安があ
るが，このような接着剤で組み立てた部品を体験破壊させ
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図 1　接着特性に影響する金属表面付近の諸因子

図 2　SGA の油面接着性評価結果（全面で凝集破壊）
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ると，皆が溶接以上に破壊しにくいことに驚きを示すもの
である．
2．2　変動係数
図 3は，接着強度の正規分布の形態を示したものである．

信頼性を考える時には，設計段階で設定されている許容不
良率 F（x）における上限強度 p1 や p2 を知ることが必要で
ある．許容不良率は，分布全体の面積を 1 とした時の低強
度側の面積となる．許容不良率が同じでも，標準偏差σ1や
σ2 の大きさで p1 や p2 は変化する．

許容不良率は，一般に，1/10 万から 1/100 万程度に設
定される場合が多い．許容不良率 F（x）における上限強度
p は，式⑴の，正規分布の分布関数から求めることができる．
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図 43）に，式⑴より求めた，種々の許容不良率 F（x）のもと
での，標準偏差σと許容不良率の上限強度 p の関係を示す．
標準偏差σおよび許容不良率における上限強度 p は，平均
強度μによって変化するので，図 4 においては，平均強度
μで割って無次元化した変動係数 CV（=σ/μ）とばらつき
係数 D（=p/μ）で示している．

接着強度の信頼性が求められる場合，低強度品といえど
も平均強度の 50% 以上の強度を有していることは最低限

必要と筆者は考えている．すなわち，図 4 のばらつき係数
D は 0.5 以上が必要ということである．このためには，例
えば，許容不良率が 1/100 万の場合は，変動係数 CV は 0.105
以下であることが必要となる．図 2 に示した SGA では変
動係数を 0.03 程度にすることはさほど困難なことではな
い 4）が，通常多く見られる界面破壊の場合は，変動係数が
0.1 以上になるのが一般的であり 4），これでは信頼性を論
じる状況にはないことから，信頼性の高い接着を行うため
の最低の条件として変動係数≦0.10 を設定している．残念
ながら，接着の世界においては，強度ばらつきさえ十分に
考慮されていないのが現状である．なお，凝集破壊率と変
動係数には，一般に相関が認められている 4）．
2．3　劣化によるばらつきの増大
接着接合体が劣化すると，接着強度の低下とばらつきの

増大が起こる 5）．
劣化が大きすぎると，予測できない劣化モードが生じて

いる可能性もあり，不測の事態を招きかねないため，耐用
年数経過時点での接着強度は，初期の 50% 以上を維持し
ていることが必要と筆者は考えている．

劣化によるばらつきの増大は，変動係数 CV の増大とし
て扱う 5）．屋外で 30 年間使用されるような接着体や，筆
者がこの 40 年間に実施してきた様々な環境や応力下での
多くの耐久性試験の結果から，初期の凝集破壊率が 40%
以上，初期の変動係数が 0.10 以下に作り込まれている場
合は，劣化による変動係数の増大は，初期の変動係数の 1.5
倍以内と考えられる．耐用年数が短い場合や，使用環境が
それほど厳しくない場合は，変動係数の増大は初期の 1.4
倍や 1.3 倍と考えて良い．
2．4　信頼性向上の基本的考え方
信頼性を向上させることは，許容不良率における上限強

度 p を向上することであり，その手段としては，平均値を
高くする方法とばらつきを小さくする方法がある 3）．平均
値を高くして信頼性を確保するには平均強度を相当高くす
る必要がある場合が多く，改良は容易ではない．一方，ば
らつきを減らして改善する場合は，ばらつきの要因を分析
して主要因を見つけて接着条件を最適化して凝集破壊率を
向上させればよいので，比較的容易な努力で改善ができる．

信頼性向上の基本は，平均値の向上ではなく，あくまで
もばらつきの低減である．
2．5　内部破壊
ここまでは，接着強度を破断強度で考えてきた．しかし，

破断強度のみを設計基準強度として扱い，強度設計を行っ
てよいかとなるとはなはだ疑問である．表 1は，AE

（Acoustic Emission）により，凝集破壊する場合と界面破
壊する場合について，破断荷重に対して最初の AE（ひび
割れ音）が発生する荷重の比を測定した結果である 6）．こ
の結果より，凝集破壊の場合は，破断荷重の 50% 以上の
荷重負荷で AE が検知されていることがわかる．界面破壊
の場合は，破断荷重の 10% 以下の荷重負荷でも内部破壊
が始まっており，界面破壊は凝集破壊にくらべて強度信頼
性が大幅に低下することが分かる．この結果から，接着強
度を破断強度で考えることの不適切さは明白である．

図 3　ばらつきが異なる正規分布における許容不良率 F（x）と許
容不良率における上限強度 p

図 4　許容不良率 F（x），変動係数 CV とばらつき係数 D の関
係図
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3.　接着の実力強度はどのくらいか

接着強度を初期の破断強度の平均値で考えてはいけない
ことは前節に述べたが，強度ばらつき，劣化，内部破壊な
どを考慮した接着強度の実力強度を知ることは，設計を行
うために重要である．ここでは詳細 6）は省略するが，結論
を言えば，実力強度は初期の平均破断強度（正確には使用
温度範囲の最高温度で測定した強度）に対して，接着部に
静荷重だけが加わる場合は 1/10，ヒートサイクルなどの
低サイクル疲労が加わる場合は 1/11，高サイクル疲労が
加わる場合は 1/20 程度である．実際の設計では，使用環
境に応じて実力強度を求め，これを上限強度として安全率
で割った設計許容強度を用いる．ただし，初期の凝集破壊
率は 40% 以上，初期の変動係数は 0.10 以下まで作り込ま
れていることが前提である．

4.　複合接着接合による信頼性の向上

接着接合を製品機能の重要部分に適用する場合，一部が
破壊しても最低限の接合機能を維持できるという冗長性が
備わっている接合が望ましい．このような観点から，接合
機能の冗長性を有した複合接着接合が開発されている．そ
の特徴は，接着剤と機械的接合もしくは冶金的接合を併用
している点である．

複合接着接合としては，接着剤とスポット溶接，リベッ
ト，メカニカルクリンチング，セルフピアシングリベット，
かしめなどを併用する方法などが，自動車や車輌の車体組
立や機器組立で実用化されている 7）．図 5は，高速列車の
床下に吊されている車輌空調装置のステンレス鋼製枠体の

例であり，SGA とスポット溶接の併用（ウェルドボンディ
ング）により組み立てられている 7）．タレパンやベンダー
で製作された部品には当然油が付着しているが，SGA の
優れた油面接着性を活用して，脱脂はなされていない．

以下に，複合接着接合による信頼性の向上効果を示す．
⑴破壊の冗長性の確保　図 6は，接着，スポット溶接，ウェ
ルドボンディングの引張せん断試験における伸びと荷重の
関係である 7）．スポット溶接や接着だけの場合は，最高荷
重点に達した時点で破断するが，ウェルドボンディングで
は，最初に接合部端部の接着部が破壊してもすぐには破断
せず，スポット溶接とその周辺の接着剤でもう一度荷重に
耐えている．破壊までに要したエネルギーは，単独接合の
約 3 倍に向上している．複合接着接合では破断に対する「冗
長性」が大きく改善され，定期検査によるクラック発見で
の補修も可能となる．

接着剤は，一般にせん断には強いが，はく離に弱い．は
く離開始点を他の接合法で補強することによりはく離破壊
に対する信頼性を向上させることができる 7）．

有機物系の接着剤は，接着部が火災に遭うと焼損して接
合機能を失うことになるが，金属による他の接合を併用す
ることによって最低限の形状維持ができ，大事を避けるこ
とが可能となる．
⑵高温接着強度の改善　構造強度が要求される場合，接着
剤には強靱性が要求されるが，低温での強靱性確保と高温
での強度の両立は一般に困難である．図 7は，軟鋼板同士
を SGA で接着したものとウェルドボンディングの接合強
度の温度依存性である 7）．接着だけでは高温になると接着
強度が大きく低下するが，ウェルドボンディングでは，高
温でのラップ端部の破壊強度が大きく向上している．これ
は，低温では接着剤が硬いため，スポット溶接部はほとん
ど荷重分担をしていないが，高温で接着剤が柔らかくなる
と，スポット溶接部の荷重分担率が高くなるためである．

破壊状態 試料番号 AE 発生開始荷重比

凝集破壊

1 51%

2 76%

3 　　　  100%

平均 76%

界面破壊

1 　　　　7%

2 　　　　8%

3 31%

平均 15%

AE 発生開始荷重比＝AE 発生開始荷重 / 破断荷重

表 1　AE による内部破壊発生開始荷重比の評価結果

図 5　車輌空調装置の SGA によるウェルドボンディングの例
図 6　接着，スポット溶接，ウェルドボンディングの荷重 / 伸

び曲線の一例
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⑶クリープ特性，疲労特性の改善　有機物系の接着剤は，
継続して力が加わるとクリープを起こす．クリープは接着
接合における大きな課題であるが，スポット溶接やボルト・
ナット，リベットなどの金属による接合を併用することに
よって，図 8に示すように，接着のクリープ特性を改善す
ることができる 7）．

塑性加工された板金部品は接合面がぴたりと合うとは限
らず，圧締治具で押さえ込んで接着するが，硬化後圧締を
解除すると接着部には部品のスプリングバック力が作用し，
クリープを引き起こす．この防止策としても他の接合を併
用することは欠かせないものである．

また，接着剤が柔軟な場合には，疲労特性が向上するこ
とも知られている 7）．

5.　接着接合系の耐久性

5．1　耐久性は設計マターである
接着接合物の信頼性を高くするためには，劣化を抑制す

ることが必要である．そのために，接着剤に過大な要求が
されている場合が多く見られる．もちろん，将来に備えて
接着剤の改良を行うことは必要であるが，耐久性は，接着
剤と被着材の表面状態によって決まるものではなく，接着
剤の特性を十分に理解した上で，糊しろ寸法など設計で必
要な性能に作り込むものである．接着剤のユーザ，設計者
はその努力を惜しんではならない．
5．2　耐久性設計のための基礎知識
接着接合部の耐久性に関してはあまり知られていないが

重要な項目が多くある．以下に，その一部を紹介する．
⑴水分劣化に及ぼす接着部の形状・寸法の影響　図 9は，
接着部が円形，正方形，正三角形のステンレス鋼の突き合
わせ引張試験片による耐湿試験の結果である．同じ形状で
も接着部の寸法を変化させてある．接着剤には SGA を用
い，80℃ 90%RH 雰囲気に 5 日間暴露した後の接着強度保
持率を示してある．この結果より，［接着面積 S/ 接着部
の外周の長さ L］が大きいほど劣化が少ないことが分かる．
S/L が大きくなるように接着部の寸法設計を行えば，水分
に対する耐久性は自由に設計ができる．

細長い接着部では，水分の浸入は側面のみと考えて良い
ので，接着部での水分濃度は Fick の拡散の式から容易に
計算できる．接着強度と水分濃度には関係がある．図 10は，
接着部の幅が 12.5mm と 25mm における屋外暴露劣化の
試験結果である．幅が広い方が劣化が少ないことが分かる．
直線Ⅱの傾きは，直線Ⅰの 1/4 である．接着部の幅を 2 倍
に拡げると，劣化速度は 1/4 に低下している．すなわち，
劣化速度は接着部の幅の比の二乗に逆比例する．接着部の
幅を少し拡げるだけで，接着内部への水分の到達時間は急
激に長くなるため，水分劣化を大きく低減できる．
⑵水分劣化における致命的損傷と非致命的損傷　水分劣化
における強度低下は，接着部が致命的損傷を受けることに
よる強度低下と非致命的損傷による強度低下が合わさった

図 8　ウェルドボンディング，リベットボンディングによるク
リープ特性の改善（60℃ 90%RH 雰囲気中） 図 9　接着面積 S/ 接着部外周の長さ L と水分劣化の関係

図 7　接着とウェルドボンディングの引張せん断強度の温度依
存性の比較
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結果として表れる．
水分による接着部の劣化の原因としては，①接着界面に

水分が浸入して，接着剤と被着材の分子間力を切断する，
②接着部に浸入した水分によって被着材自体が腐食などの
劣化を起こす，③接着剤が加水分解を起こす，④接着剤が
吸水膨潤して可塑化する，が挙げられる．原因①②③は，
水分を乾燥させても元の状態には戻らない致命的損傷であ
る．④は，乾燥させると元の状態に戻る非致命的損傷であ
る．屋外環境や乾湿が繰り返される環境においては，④は
大きな問題ではない．材料選定においては，④に惑わされ
ることなく，①②③の致命的損傷劣化が少ない材料を選定
することが重要である．致命的損傷劣化が少ない材料の選
定は，吸湿後乾燥させて接着強度の回復性を見る試験で評
価できる．

図 11は，接着剤 A，B，C の接着強度に関する水分劣
化と乾燥による回復性を評価する試験結果の模式図である．
通常行われている水分環境に暴露後すぐに強度試験を行う
と 3 種類とも同じ劣化であった．これでは優劣が付けられ
ないが，乾燥後に強度試験を行うと，破線のように異なっ
た結果となる．接着剤 B の接着強度に着目すると，乾燥
によって接着強度が回復した分は，上記の原因④によるも
ので，乾燥しても強度回復しない部分が，原因①②③によ
る致命的損傷を受けた部分となる．
⑶ クリープ試験における水分の複合作用　図 12は，鋼板
同士を SGA で接着した引張せん断試験片での，60℃での
クリープ破断試験の結果であり，相対湿度を変化させてい
る．この結果から，温度が同じでも相対湿度が高ければク
リープ破断特性は大きく低下することが分かる．設計には，
水分劣化を考慮したクリープ強度を用いなければ，思わぬ
失敗を起こすことになる．

6.　おわりに

耐用年数まで安心して使える優れた品質の製品を製造す
ることは，企業および技術者の基本的な社会的責任である．
信頼性の高い製品は，地球環境保護の観点からも好ましい
形である．接着の信頼性を向上させるには，接着剤の性能
向上に期待するだけでなく，接着剤のユーザでの接合体と
しての作り込みが重要である．接着の欠点は他の方法でカ
バーするなど，接着接合の活用技術の向上に努力されたい．
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図 12　クリープ試験における湿度の影響

図 11　吸水後の乾燥による接着強度の回復性の模式図

図 10　接着部の幅と屋外暴露劣化の関係


