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1. Al 合金/鉄鋼材料の摩擦攪拌接合における接合線形状の影響 

摩擦攪拌接合(FSW)による Al 合金/鉄鋼材料の異材接合は，輸送機器の軽量化をはじめ，様々な

分野に実用化が期待されている．しかし，これまでの突合せ接合の研究結果から接合線形状の変

化により，欠陥の無い接合体が得られるプロセスウインドウ(接合ツール回転数と接合速度の適正

条件)が変化することが明らかとなっている 1,2)．これは FSW による材料流動が接合線形状により

大きく変化したためと考えられ，その継手強度にも影響していることが明らかとなっている．こ

の材料流動の変化は，接合ツールのプローブ周辺の温度や圧力の分布が大きく変化しているため

と考えられる．しかし，接合中のプローブ近傍の温度や圧力の分布を実験的に評価することは困

難であり，材料流動について同様である．これまでの研究で FSW の異材接合における材料流動を

定常熱流体モデルで再現し，接合中のプローブ近傍の温度や圧力の分布を数値解析で評価できる

ことが示されている 3)．そこで，本研究では FSW による Al 合金/鉄鋼材料の接合プロセスの数値

解析と実験結果と比較し，接合線形状が接合特性に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした． 
 
1.1 実験方法および解析方法 

供試材には Al 合金 A6063 および炭素鋼 S45C を用い，異種材料の直線および曲線接合を

行った．直線および曲線接合実験は，φ5mm のプローブとφ20mm のショルダから成る接合ツ

ール(前進角 0°)を使用した．直線形状における良好な接合体が得られる条件としてツール回

転数 2000rpm，接合速度 500 mm/min を選択した．曲線接合においては，A6063 および S45C
に R30 の曲率を有しており，その曲率部を突き合わせることにより接合を行った．解析コー

ドとして有限要素流体ソルバ Altair AcuSolve を用いた．Fig.1 に曲線接合実験の模式図とその

計算モデルの要素分割状況を示す．計算モデルでは A6063 が外側の配置においての突合せ接

合とツールの 3 次元形状を再現し，A6063 の粘性係数を表す式として Zienkiewicz and Cormeau
の式(1.1)及び高ひずみ下での変形抵抗を表す式として Sheppard and Wright の式(1.2)を適用し

た．ここでµは粘性係数，σは流動応力，Q は活性化エネルギー，εはひずみ速度，T は温度

を示す．ツールの回転数，接合速度などの接合条件を接合実験と同一とした定常熱流体解析

を実施し，FSW プロセスにおける接合界面における圧力，およびプローブ後方の温度を計算

した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                       (b) 
Fig.1 Schematic drawing of (a) welding between A6063 and S45C with curved weld line, and (b) the finite 
element mesh for numerical simulation of the welding. 
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1.2 実験結果および考察 

直線接合において接合欠陥は，入熱が大きい場合は接合部上面に欠陥が発生し，入熱量が小さ

い場合は，接合界面に発生することが明らかとなっている．これは，プローブ後方における材料

流動が大きく異なっているものと考えられる．そこで，プローブ後方の温度分布を解析し，直線

接合と曲線接合の温度分布の比較を行った．同じ接合条件において解析した結果を Fig．2に示す．

曲線接合では，プローブ後方の接合界面付近での温度が直線接合に比べ低下している．この温度

低下が材料流動を低下させ，接合界面での圧力を低下させている可能性がある．そこで，接合界

面の圧力として，プローブ後方 1mm，接合界面から 0.1mm の位置での深さ方向の平均値を比較し

た結果を Table 1 に示す．直線接合では 310MPa を示しているのに対し，曲線接合では 112MPa を
示した．さらに，直線接合の接合体の引張強度は100MPa程度であるのに対し，曲線接合では50MPa
程度であった 1)．これは，プローブ後方の接合部付近の温度が低いため材料流動が低下し，接合

界面への圧力が弱まったものと考えられる．曲線接合における接合界面の圧力低下が，引張強度

の低下に影響した可能性が考えられる． 
 そこで，曲線接合におけるプローブ後方への材料流動を向上させるためにツール回転速度は変

えず，接合速度 50mm/min にした圧力分布の解析結果を Fig.3 に示す．この結果より，接合速度

500mm/min より接合速度 50mm/min の方がプローブ後方下部の接合部付近において圧力が大きく

なった．また，直線接合の接合速度 500mm/min と曲線接合の接合速度 50mm/min の温度分布の解

析結果を Fig.4 に示す．接合中のプローブ付近の最高温度は，直線接合で 869K と曲線接合で 845K
と同等の値を示した．この条件で曲線接合を行った結果，欠陥がない接合体を得ることができた．

さらに，引張強度も直線接合と同等程度の強度である 93MPa の値を得られた．そこで，引張強度

に影響を与える因子である接合界面の反応層の厚さを SEM 観察により調査した結果，直線接合

0.8μm 程度，曲線接合 1.0μm 程度とほぼ同等程度の反応層の厚さが得られた．ここで，反応層

厚さを求める際に必要な拡散係数の式を(1.3)，反応層厚さの式を(1.4)に示す．ここで D は拡散係

数，Do は振動数因子，Q は拡散の活性化エネルギー，T は接合中の温度，R は気体定数，d は反

応層厚さ，t は接合時間を示す．(1.4)より反応層の形成には接合時温度とその温度にさらされてい

る時間に依存していることが考えられる．直線接合と曲線接合では最高温度はほぼ同程度だが，

接合速度が約 10 倍程度異なる．そのため，(1.4)より反応層の厚さが約 3 倍程度異なることが考え

られるが，実験結果より反応層がほぼ同程度であったため，曲線接合における反応層の厚さは接

合温度と接合時間以外に他に影響を与える因子が存在すると考えられる． 

                              

                                                      
1.3 小括 

(1) 直線接合と比較して曲線接合では，プローブ後方の接合界面近傍での温度が低下する． 
(2) 接合界面への圧力は，直線接合では 310MPa，曲線接合では 112MPa を示した． 
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Fig.2 Temperature distribution around the tool probe with different weld line. 

  
Table 1 Average pressure on the weld interface behind the tool probe 

 
Weld line shape Pressure (MPa) 

Straight 315 

Alout/Fein 112 

 
 500mm/min 50mm/min 
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Fig.3 Pressure distribution of around the tool probe with different welding speed. 
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Fig.4 Temperature distribution around the tool probe with different weld line. 



2. 異材摩擦攪拌接合における接合ツール形状が材料流動に及ぼす影響 

近年，省エネルギー化の観点から自動車，鉄道車両，航空宇宙機，船舶等の輸送機器分野にお

いて，駆動系部品の軽量化が強く求められている．軽量化の手法として高強度な鉄鋼材料と軽量

な Al 合金等を組み合わせたハイブリッド構造体の作製が挙げられ，本研究室ではこのハイブリッ

ド構造体の作製にあたり固相接合法である摩擦攪拌接合法 (FSW : Friction Stir Welding) を注目し

た．これまでの研究では，フラットショルダとネジプローブから構成される接合ツールを使用し

ていたが，ADC12 のような鋳造材では良好な接合が得られるプロセスウインドウが狭く，また高

い継手強度の接合体を得ることが困難であった．そこで，接合ツールによる摩擦攪拌力を向上さ

せ材料流動を改善するため，ショルダ部にらせん溝を設けたスクロールショルダを用いて ADC12
と炭素鋼 S45C の異材接合に適用した結果，接合欠陥のない高い継手強度を有する接合体を得る

ことに成功した 4)．トレーサを用いた X 線 CT 法による材料流動可視化法 5)により材料流動を可視

化した結果，スクロールショルダを用いることにより，プローブ下方部へ材料流動が促進されて

いることが明らかにされている．しかしながら，ショルダのらせん溝がどのような作用をもたら

しているかは明らかにできていない．その解明のためには，接合中のショルダ近傍の材料流動を

明らかにする必要があるが，実験で確認するのは困難である．そこで本研究では，数値解析によ

り接合ツール形状が材料流動に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした． 
 
2.1 解析方法及び解析モデル 

Fig.5 に解析モデルと解析条件を示す．本研究では，数値解析として数値流体解析ソフトウェア

である Altair AcuSolve を用いた．接合ツール形状の影響を簡易的に調査するため，Al 合金 A6063
同種の直線接合をモデル化して解析を行った．さらに，実現象を再現するためφ20mm ショルダ

とφ5mm プローブをモデル化した．接合条件はフラットショルダとの比較を行うため，フラット

ショルダを用いたときに欠陥の発生しない条件であるツール回転速度 2000min-1，接合速度

500mm/min を選択した．ショルダ付近に注目し調査するため最少メッシュは 0.2mm とした．今回

はモデルの妥当性を検証するため，材料流動を示すと考えられる流線と解析後の温度分布を観察

することで調査した．  

            

Fig.5 Finite element mesh and boundary conditions for numerical simulation of friction stirring by scroll 
shoulder. 
 
2.2 結果および考察 
 Fig.6 にスクロールショルダを用いた流線の解析結果とフラットショルダを用いた流線の解析

結果を示す．(a)は試験片上面つまりショルダが接する表面における材料流動を示した図である．

また，(b)は AS 方向から見た両ショルダ形状の流線の解析結果を示した図である．Fig.6(a)より，

スクロールショルダを用いた方がフラットショルダを用いたときよりショルダ中心方向への材料

流動が大きくなっている．これより，スクロールショルダは，ショルダ中心部へ材料を流動させ



る作用を持っていると考えられる．また，Fig.6(b)よりスクロールショルダの方がフラットショル

ダより材料の深さ方向への流線が確認できる．これらの結果からスクロールショルダ方にするこ

とでショルダ内部および深さ方向への流動が大きくなることが考えられる．しかし，Fig.6(a)のプ

ローブ中心回りの流線に注目すると，スクロールショルダではフラットショルダに比べて流線の

密度に大きな疎密が見られる．これは，フラットショルダを用いた場合の欠陥が発生しない接合

条件(ツール回転速度と接合速度の組み合わせ)であるため，スクロールショルダのプローブ中心回

りでこのような疎密が見られたと考えられるが，スクロールショルダでの欠陥が発生しない接合

条件との比較を今後行う必要がある． 
     

 
(a) Comparison of stream lines on work piece surface by each shoulder. 

 

 
(b) Comparison of stream lines from AS by each shoulder. 

Fig.6 Comparison of stream lines by each shoulder. 
 

Fig.7 にスクロールショルダにより摩擦攪拌された Al 合金表面の温度分布の解析結果を示す．

Fig.7 の温度分布の結果からプローブ付近から温度が高くなり，プローブから周方向へ遠ざかるに

つれて温度が低くなっていることがわかる．これはスクロールショルダによりショルダ中心方向

へ材料が流動することによりプローブ中心付近の温度が高くなったことが考えられる．しかしな

がら，その最高温度は著しく高い値を示しており， 圧力においても非現実的な値を示した．これ

はショルダ中心部への材料が流動した結果，一部領域において現在の材料モデルの適用ができな

くなったものと考えられる． 
 



           
Fig.7 Temperature distribution on work piece surface by scroll shoulder. 

 

2.3 小括 
(1) スクロールショルダでは，ショルダのらせん溝により，ショルダ中心に向かう材料流動が

誘起されていることを明らかにした． 
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