
レーザによる金属と異種材料の 
直接接合技術 「レザリッジ」  

の特徴

ヤマセ電気株式会社　　　 
営業技術本部　新規事業創出課　佐藤昌之

平成28年3月4日



        レザリッジ処理　特徴のまとめ 

　　レザリッジ処理の特徴　 

　　　　　　　２.　　接合する箇所のみ処理 　　“ドライ”方式 

　　　　　　　１.　　幅広い金属・樹脂に強固な接合が可能 

　　　　　　　３.　　簡単に処理状態を確認できる 
　　　　　　　４.　　処理後の保管管理が容易 

　　　　　　　５.　　表面処理後の金属にも処理ができる 



        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 

2-1.　　開発の背景 

　　■ 従来の一般的な異種材料の接合方法







　　 接着剤　　　　　両面テープ　�
　　 ホットメルト　 　カシメ  �
　　 ねじ締め　　　　リベット止め�
　　 フック爪　等�

作業性向上�
無駄なスペースの削減�
部品点数削減�

小型化�
 �

薄型化�
 �

軽量化�
　 ＆�

低コスト�

課題
 

方向性 

安価で魅力的な筐体を客先に提案すべく
独自性のある　金属-樹脂 一体化製法の開発へ



　金属表面へのレーザ照射により、接合に適した面を形成し、そこに異種材料
を流し込むことによって、金属部品と異種材料を強固に接合する。
　この処理面は、単に密着性を向上させると言うような補助的な粗面化では無
く、処理面そのものが強固な接合を生み出す構造となっている。　　　【特許取得済】

A1050-H24 接合部断面形状例　　　　A5052 

2-2.　　レザリッジ処理の概要 

A1050-H24 

アンカー形状を高速で生成する
レーザ加工方法  及びその生成品

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 



金属材料 : 　A5052 
樹脂材料 : 　三菱　 レニー　NXG5945S 

KEYENCE　VHX-2000 宮城県産業技術総合センター　FE-SEM

金属材料 : 　Ti   TP270 

０．２mm�

０．1mm�

※  レーザ処理により、金属表面に パターン化したアンカー構造 を形成する。
※  アンカー構造は、サブミリオーダと比較的大きい。このため、金属の表層部分
　　 だけではなく、内部まで深く入り組んだアンカー形状となっている。 
※  このアンカー構造は、金属材料・用途・板厚さ等に合わせて、凸凹の大きさや 
　　パターンを自由に設定することができる。

処理事例　１ 処理事例　２

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 



 レーザ処理 �

   成形加工 

  表面処理  

基本的な製造工程�

  プレス加工

 脱脂  洗浄

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 



2-3.　　レザリッジ処理の実際 

レーザ光　照射
・ 穴あけ   ・着色　 
・ 切断 
・ 溝彫り 
・ 表面改質・・・・ 
 

 
　　金属表面にレーザ光を照射すると、さまざまな加工を行うことができる。 
　　 
　　

  金  属�

樹脂部分

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 



　　 
　　その現象を利用して、照射条件およびそのパターニング方法を最適化 
　　し、金属表面に起伏に富んだアンカー形状の処理面を高速で生成する。 
 
　　その処理面に、異種材料を流動・固化させることにより強固な接合が 
　　可能となる。 
 
 
 
 


    レザリッジ処理部断面画像事例　 ADC12  （x1000）

樹脂部分

金属部分

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 



金属材料 : 　SUS304 

※  レーザ処理により、大きな起伏のアンカー形状と共に、微細なオーバーハング形状が 
　　至る所に生成され、そのひとつひとつが接合に寄与していると考えられる。

　　SEMによる処理面拡大観察　（×200　　×750 ）

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 



2-4.　　接合のメカニズム 
　　異種材料同士の接合は、レーザ照射による複雑なアンカー形状の生成により発現し、
　　その強度については、処理範囲と処理深さの数値で整理できる。
　　処理深さを増せば、引っかかり量も増加し接合強度も上昇する傾向にある。


　　また、樹脂自身の「破壊強度」より、「樹脂が引き抜ける抵抗力」が強くなると、
　　引き抜ける前に母材破壊を起こし、十分に接合がなされると判断できる。

　　　　　　　　　　 　引き抜ける場合� 　断ち切れる場合�

処理深さ(生成されたバリも含む)

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 



　　接合強度については、溝深さが増すほど引っかかり形状が多くなり、その量に 
　　比例して強度も向上する傾向にある。 
　　ただ、ある溝深さを超えると樹脂の「破壊強度」より「樹脂が引き抜ける抵抗力」 
　　が大きくなり、樹脂自体が破損する。 
　　 

断ち切れる領域

引き抜ける領域

溝深さと接合強度 各樹脂における溝深さと接合強度

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 



2-6.　　レザリッジで接合可能な材料 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接合事例

1　　アルミニウム合金　　　　 ：　A1050/A5052
2　　マグネシウム合金　　　　：　AZ31/A91
3　　アルミダイカスト　　　　　 ：　ADC12 

4　　ステンレス　　　　　　　　　：　SUS304/SUS316/SUS430
5　　チタン　　　　　  　　　　　　：　TP270
6　　銅系材料　　　　　　　　　 ：　黄銅/リン青銅/C1100(タフピッチ銅)
7　　鉄系材料　　　　　　　　　 ：　SPCC/SS400
8　　焼結材料・磁性材料・・・ 

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 

金属材料 



樹脂材料 
 1　ABS  
 2　PC 
 3　PC/PBT  
 4　PA 
 5　PA (導電性) 

 6　LCP 
 7　PBT 
 8　POM 
 9　PP 
10　変成PPE  
11　PPA 

12　PAMXD6　 
13　PPS 
14　TPE  
15　PPS/PPE　　　　　　　　赤： 射出成形による接合において特に接合に適した樹脂　　　

        ２    レザリッジ（ Laseridge）とは 



　　３　 レザリッジ処理の接合強度及び信頼性 

3-1.　　各種金属と樹脂の接合性 2015年7月15日　国際規格化へ
ISO19095-1～4
「樹脂-金属 異種材料複合体の評価方法」　　　　　



　　３　 レザリッジ処理の接合強度及び信頼性 



　　３　 レザリッジ処理の接合強度及び信頼性 



　　３　 レザリッジ処理の接合強度及び信頼性 



SUS304CSP 　t=0.25
フック形状部  PBT GF30%

AZ31  t=0.55
ネジ締め用ボス 4カ所　PBT GF30%

モバイル機器　電池カバー 　　　　　　　　　　　　モバイル関連　筐体 

　　４　　実用化事例及び今後の応用展開 

4-1.　　展開事例 



4-2.　　車載構成部品への応用　（ECUケースモデル） 

モデル正面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モデル裏面 C2600

A5052

SUS304

　　４　　実用化事例及び今後の応用展開 



　　４　　実用化事例及び今後の応用展開 

①　放熱金属部品や端子部品などが、樹脂ケースに接着剤等を使用せず、
　　 強固に一体化されている。また、一体化された箇所の気密性も車載
　　 搭載部品に要求されるレベルで密着されている。
②　既存のダイカスト部品を想定すると、ケース重量比で３０％削減されている。
③　ダイカスト品を使用する場合と比較し、シール面の機械加工が不要となり、

　　 コストダウンが期待できる。
④　放熱金属部品を別体ではなく、軽量化を盛り込みながら一体化できる。
⑤　コネクタユニットをケースと一体化できれば、コストダウンにつながる。

モデル外観画像



　　４　　実用化事例及び今後の応用展開 

 小型 
軽量化�

放熱性�
導電性�

防水性 
気密性�

強固な接合 



　　Laser + ridge�
　　　　　(レーザー)　　　　　　（ﾘｯｼﾞ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　※　田・畑の畝(うね）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　※　畝状に隆起する



Laseridge(レザリッジ）


　　　　　　　　※　金属表面をレーザにより波立たせ・畝を連ねるイメージ
　　



ご清聴ありがとうございました


