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論 文 内 容 の 要 旨 

 
輸送機器分野では省エネルギー化のために軽量化が強く求められており，アルミニウム（Al）合金

のような軽金属合金の板材が構造材として多用されるようになった．Al 合金板は軽量なだけでなく耐

食性にも優れるが，絶対的強度が鋼板に劣るとともに，コストも高い．したがって，強度部位には鋼

板を利用し，高い強度を必要としない部位や耐食性が求められる部位には Al 合金板を用いるなど，異

種材料から構成されるハイブリッド構造化が求められている．そのようなハイブリッド構造対を作製

するには，Al 合金板と鋼板の異種金属接合が必要となる．異種金属接合の手法としては，「かしめ」

などの機械的締結，リベット接合，抵抗スポット溶接（Resistant spot welding: RSW）などが提案され

ているが，例えば「かしめ」締結は接合強度が劣り，リベット接合はリベットという副資材コストが

かかることが指摘されている．また，RSWでは Al 合金板と鋼板の間に厚い金属間化合物（Intermetallic 

compound: IMC）層が形成されるため，異種金属接合が困難とされている．一方，近年摩擦攪拌スポ

ット接合（Friction stir spot welding: FSSW）という手法が開発された．FSSW は材料の塑性流動を利用

した固相接合手法であるために，異種金属接合手法として注目されている．さらに，どのような手法

で接合したとしても，異種金属継手を実際の構造体に適用する場合には，その疲労挙動や破壊機構を

理解し，耐疲労設計について検討する必要がある．こうした背景から，本論文では，FSSWで作製し

た Al 合金/亜鉛メッキ鋼板の異種金属継手，および RSW で作製した Al合金/鋼板の異種金属継ぎ手を

用い，引張りせん断下の疲労試験を実施して継手の疲労挙動や破壊のメカニズムについて検討した． 

第 1章では，「異種金属接合の必要性」，「異種金属接合における FSSWの背景」，「異種金属接

合における RSW の背景」，「本論文の目的および構成」について述べた． 

第 2章では，FSSW によって Al 合金板と亜鉛メッキ鋼板の異種金属スポット接合継手を作製した．

Al 合金板と裸鋼板の FSSW 異種金属接合材の疲労については，既往研究がある．しかし実際の自動車

構造体では，亜鉛メッキを施した鋼板が一般的に用いられるため，研究用材料として選択した．さら

に，通常の FSSW ではプローブとショルダーからなるツールを用いるが，本研究ではショルダー面に

渦溝を刻んだ特殊形状の渦溝ツールを使って接合した．同ツールを用いることにより，接合時に生じ

るプローブ孔をナゲット部から除去することができる．接合の結果，FSSW 時の入熱によって亜鉛メ

ッキが軟化し，軟化した亜鉛がナゲット外周へ押し出されることによって鋼板の新生面が露出する．

さらに露出した鋼板面に Al 合金の強い塑性流動が接するため，Al 合金と鋼板の界面に薄い IMC層が

形成されて良好な接合強度が得られることを明らかにしている．さらに疲労試験を行ったところ，亜

鉛メッキのない裸鋼板と Al 合金板を同じ形状のツールで接合した場合に比べ，Al/亜鉛メッキ鋼板異

種金属継手の方が，高い疲労強度を有することが判明した．亜鉛メッキ鋼板の場合，軟化した亜鉛が

ナゲット外周を囲むように Al 合金板と鋼板の間に存在する．そこで，ナゲット部における有限要素解

析を行ったところ，ナゲットを囲む亜鉛の存在が負荷荷重に対する応力緩和をナゲット周囲で引き起

こし，疲労強度が向上することを報告している． 

第 3章では，RSWによって Al 合金板と裸鋼板の異種金属スポット接合継手を作製した．FSSWと



比較して RSW は溶融溶接であるため，界面に形成される IMC層が厚くなり，接合強度に悪影響を与

えることが知られている．しかし，現在の自動車製造工程では製造ラインに RSW が既存設備として

組み込まれているため，RSW で安定的に高強度の異種金属接合ができれば，FSSW のような新規接合

機器を導入するコストが削減できる．そこで，RSW による異種金属間接合を行ったが，その際に Al

合金板と鋼板の間に Al-Mg合金薄膜を挟む工夫を施し，より効率的かつ安定的な RSW 接合を試みた．

Al-Mg合金薄膜は Al 合金よりも融点が低いため，RSW 時に Al 合金が溶融する前に Al-Mg合金が溶

融する．Al 合金と鋼板の接合面はミクロには凹凸に起因した空隙が存在するが，溶融金属がそのよう

な空隙を早い段階で充填することができる．その結果，同じ加圧力であればより低い電流値で接合が

可能となり，RSWの高効率化に成功した．疲労試験では，FSSW 継手で作製した異種金属継手よりも，

RSW の場合の方が高い疲労強度が得られることを示した．比較的低い電流値で接合ができるため，

Al 合金と鋼板の界面に形成される IMC層が厚くならず，厚さ 2μm程度の薄い IMC層が接合界面にほ

ぼ均一に形成された．そのような均質かつ薄い IMC 層が上下板を強固に接着することにより，高い疲

労強度が達成できたと考えられる． 

第 4章では，第 2章と第 3章の結果を総括するとともに，本研究で得られた成果の工学的有用性に

ついて述べた． 

 
論文審査結果の要旨 

 

本論文は，Al 合金板と鋼板の異種金属スポット接合と接合体の疲労強度・破壊機構に関するもので

ある．異種金属のスポット接合は，軽量化を目指している自動車の車体構造で，今後実用化が望まれ

る技術である．また疲労強度や破壊機構についても，得られた接合体で実際に車体構造を作製し，そ

の長期的な信頼性を確保するには必須の研究内容である．そこで本論文の第 2章では，最近，自動車

への適用も進みつつある摩擦攪拌スポット接合（FSSW）によって，Al 合金板と亜鉛メッキ鋼板の接

合を行っている．同種の研究では裸鋼板を使う例が多いが，実用的な見地から亜鉛メッキ鋼板を選択

している．接合条件の試行によって，高い引張強度を有する Al／亜鉛メッキ鋼板の異種金属 FSSW 継

手の作製に成功している点は，工学的な見地から重要な成果である．さらに，前述のように実機への

適用には疲労特性が重要となる．そこで，最大引張強度が得られた FSSW継手を用い，引張りせん断

の疲労試験を行っている．その結果，同じ形状のツールを用いて Al 合金板と裸鋼板を接合した場合よ

りも，Al／亜鉛メッキ鋼板の組み合わせのほうが高い疲労強度が得られることを示した．それは経験

的にも重要な結果であるが，本論文では，有限要素解析により，いったん軟化した亜鉛が接合した上

下版のナゲット周囲で再凝固するため，ナゲット端で応力緩和が生じて高い疲労強度が得られるとい

う力学モデルを提案している．疲労強度について経験則だけでなく，応力解析に基づく定量評価を行

っている点に新規性があり，かつ工業的な重要性も高いと判断できる． 

第 2章は，新しい接合手法である FSSW に注目した研究内容となっているが，現在自動車の製造ラ

インで実際に多用されている点接合手法は，抵抗スポット溶接（RSW）である．すべてのラインで，

新しい FSSW 装置を導入することはコスト的にハードルが高いため，従来の接合手法である RSWに

よって Al合金板と鋼板の異種接合を試みる研究も重要である．そこで第 3 章では，RSWによる Al

合金板と裸鋼板の接合を行っている．本論文の独創的な部分は，Al 合金板と裸鋼板の間に Al-Mg合金

の薄膜をインターレイヤーとして導入している点にある．Al-Mg合金は，Al 合金よりも融点が低いこ

と，溶けた薄膜は，接合しようとしている上下板の隙間を埋めることなどから，より低い電流値での

接合ができるという利点を生み出している．実際に本章では，Al-Mg合金薄膜を挟まない場合よりも，

低電流値で高い接合強度が達成できることを報告している．また，FSSW継手と同様に，引張りせん

断の疲労試験を実施している．その結果，FSSW継手よりもナゲット面積が大きいため，高い疲労強

度が得られることも明らかにした．RSW については，電極の消耗やコンタミネーションが生じるとい

う欠点があることを考えれば，Al-Mg合金薄板を挟み込むことによって低電流値で接合できる技術は，

工学的な重要性が高い． 

以上ように，本論文は新たな知見を見出しており，優れた工業的な有用性を持つ点でも評価できる

ことから，学位審査委員会は，この論文を学位論文に値するものと判断した． 

 

 

 



 

最終試験結果の要旨 

 

審査委員会は，上記のように本論文が学位論文として十分な内容と価値ある知見を含むこと，申請

者が専門の分野で学位授与にふさわしい専門知識と語学力を有することを確認し，最終試験に合格と

判定した． 
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