
インモ ルド処理による高靭性接着界面の作製インモールド処理による高靭性接着界面の作製インモ ルド処理による高靭性接着界面の作製
発表番号 56

イン ルド処理による高靭性接着界面の作製
発表番号：56発表番号：56
発表時間 10 35 11 55
発表番号 56

機械物理工学専攻 轟 水谷研究室 10M10368 彦坂有輝発表時間：10:35～11:55 機械物理工学専攻 轟・水谷研究室 10M10368 彦坂有輝発表時間：10:35 11:55 機械物理工学専攻 轟 水谷研究室 10M10368 彦坂有輝

究 接着表面処理研究背景 自 適
接着表面処理研究背景 •自動車へのCFRP適用拡大
接着表面処理研究背景 •自動車へのCFRP適用拡大 サンドブラスト・化学的処理

大量生産 製造の高速化が
サンドブラスト・化学的処理

大量生産・製造の高速化が
加工工程増加

大量生産 製造の高速化が
求められ る

加工工程増加
求められているC 製ボデ

加工工程増加
求められている
接着 る 部材 接合

CFRP製ボディ 作業環境悪化•接着によるCFRP部材の接合
CFRP製ボディ 作業環境悪化•接着によるCFRP部材の接合 作業環境悪化

大 積 適 困難
接 部 軽

大面積への適用困難
接合部の軽量化

大面積への適用困難
接合部の軽量化接合部の軽量化
応力集中 緩和応力集中の緩和 研究目的応力集中の緩和 研究目的集中 緩和 研究目的

NILを用いたインモ ルド表面処理によるNILを用いたインモールド表面処理によるNILを用いたインモ ルド表面処理による
トヨタ コンセプトカ 1/X 被着材表面処理が必須 接着性表面の作製トヨタ コンセプトカー 1/X 被着材表面処理が必須 接着性表面の作製ト タ ン トカ 被着材表面処理が必須 接着性表面の作製

提案手法 CFRP成形提案手法 CFRP成形
プリプレグ（繊維＋半硬化樹脂）を

提案手法 成形
パネル スティフナ構造 プリプレグ（繊維＋半硬化樹脂）を

提案手法 パネル・スティフナ構造 プリプレグ（繊維＋半硬化樹脂）を
モ ルド上に積層することで成形表 修飾

ィ 構

モールド上に積層することで成形NIL(Nanoimprint lithography)表面修飾 接着面
モ ルド上に積層することで成形NIL(Nanoimprint lithography)表面修飾 接着面( p g p y)表面修飾 接着面

イ ド処理 能Al ドプリプレグ インモールド処理可能Alモールドプリプレグ 接着性表面 インモ ルド処理可能Alモ ルドプリプレグ 接着性表面接着性表面

プリプレグCFRP プリプレグCFRP プリプレグ

Si 表面微細構造Si 表面微細構造表面微細構造

程削減 破壊靭性値G [J/ 2]微細構造付きSiウェハ •加工工程削減 破壊靭性値G [J/m2]微細構造付きSiウェハ •加工工程削減 破壊靭性値G [J/m ]
成形時 イ ド表面処理

加 程削減
•き裂進展に対する抵抗値成形時のインモールド表面処理 •接着界面特性を制御可能
•き裂進展に対する抵抗値成形時のインモ ルド表面処理 •接着界面特性を制御可能 •単位面積辺りの破壊エネルギー

表
接着界面特性を制御可能 •単位面積辺りの破壊エネルギ

微細 構造 複合材インモ ルド表面処理微細凹凸構造 複合材インモールド表面処理微細凹凸構造 CFRP接着面
複合材イン ル 表面処理

微細構造 グ り 上 作製
微細凹凸構造 CFRP接着面

き裂進展方向 •微細構造：フォトリソグラフィによりSi上に作製接着
き裂進展方向 •微細構造：フォトリソグラフィによりSi上に作製

接着界面破壊靭性値
き裂進展方向

•接着界面破壊靭性値 Siウ接着界面破壊靭性値 SiウェハSiウ

モ ドI （G ）< モ ドII（G ）モードI （GIC）< モードII（GIIC）（ IC） （ IIC）
Al

はく離破壊 せん断破壊
Al

はく離破壊 せん断破壊
繊維方向

離 壊 断 壊
繊維方向

荷重 NIL成形モ ルド荷重
モ ドII破壊領域を導入

NIL成形モールド 10mode I 接着剤
荷

•モードII破壊領域を導入
成形 ルド 10μmmode I 接着剤モ ドII破壊領域を導入

mode IImode II
破壊靭性値向上 9 1μm8.6μm
破壊靭性値向上 h

9.1μm8.6μm
破壊靭性値向上

h h
アスペクト比

hA
h

24 3•アスペクト比
hA = 24.3μmアスペクト比

ww
A

+
= w1w2

CFRP21 ww + w1w2
CFRP21 CFRP

破壊靭性値予測式 炭素繊維破壊靭性値予測式 炭素繊維破壊靭性値予測式
10 10( ) 2hGGww ++ G =6 9 J/m2 10μm 10μm( )21 2hGGwwG IICIC ++ AGG 2+ CFRP表面SEM画像 断面SEM画像(A=1 4)GIC=6.9 J/m2( )21G IICIC= IICIC AGG 2+= CFRP表面SEM画像 断面SEM画像(A=1.4)IC

G 23 0 J/ 2ww + IICIC GIIC=23.0 J/m2
提案手法により微細構造を作製21 ww + GIIC 23.0 J/m
提案手法により微細構造を作製提案手法により微細構造を作製

破壊靭性値評価破壊靭性値評価 破壊形態（界面破壊）アスペクト比 破壊靭性値破壊靭性値評価 破壊形態（界面破壊）アスペクト比-破壊靭性値破壊靭性値評価
40

 

接着剤DCB試験片
40 接着剤DCB試験片 接着剤C 試験片

100 35100mm 2 ] 30μm
90°

30m 30μm
90° 15mm

30

J/
m

予測式 CFRP0° 15mm
25[J 予測式 CFRP0

接着剤き裂
25G

 予測式 CFRP
CFRP接着剤予き裂 10μm20値

G

30μm 10μm
2

C接着剤
荷重

予き裂 10μm20値

30μm 10μm
0 19 0 02.4mm荷重  

性
値 A=0.19 A=0.40

ピンブロック 15

靭
性

破壊後断面SEM画像
A 0.19 A 0.40

ピンブロック 15

靭 破壊後断面SEM画像

JIS K 7086 10壊
靭

•JIS K 7086 10

破
壊

実験値
提案手法により破壊靭性値向上•CFRP積層構成[906]T 5破 実験値
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接着剤 エポキシ系(国際ケミカル z 2/H 07)

5 近似曲線線形増加 提案手法により破壊靭性値向上
•接着剤：エポキシ系(国際ケミカル z-2/H-07) 近似曲線線形増加

予測式と実験値の傾向が 致•荷重負荷速度：0.2mm/min 0 予測式と実験値の傾向が一致荷重負荷速度
•アスペクト比A：0 0 19 0 40 0.0 0.2 0.4 0.6 予測式と実験値の傾向が 致
•アスペクト比A：0, 0.19, 0.40

アスペクト比 Aアスペクト比 A

今後の予定 高アスペクト比微細構造に関する実験的評価 予測式の高精度化今後の予定 高アスペクト比微細構造に関する実験的評価 予測式の高精度化 Todoroki &Mizutani lab.


