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回転ピンによる鉄鋼とアルミニウム合金の固相接合界面の観察＊
－回転ピンによる異種材料の固相接合（第 2 報）－
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Observation of the Solid State Welded Interface between Steel and Aluminum Alloy Using a Rotating Pin*
- Solid State Welding of Dissimilar Metals Using a Rotating Pin (Report 2)-

by WATANABE Takehiko**, TAKAYAMA Hirofumi***, YANAGISAWA Atushi** and KONUMA Shizuyo**

The authors tried to butt-joint weld an aluminum alloy plate to a mild steel plate, which had thick oxide film on the faying surfaces, using
friction stir welding in order to investigate the behavior of the oxide film and the process for the formation of Fe fragments scattering in Al
matrix of a joint and to examine the joining process. The following results were obtained.
A rotating pin rubs the Fe faying surface and removes the oxide film from the surface, resulting in making the Fe faying surface activated.
The rotating pin draws a part of Fe nearby an interface into the Al matrix by a whirling motion of the pin, and the Fe part drawn into the Al
scatters in the Al matrix as fragments. At the moment that a part of Fe is drawn into the Al matrix, the oxide films on the Fe and Al are broken,
and the broken oxide films remain around the Fe fragments scattered in the Al matrix. A rotating pin transfers the softened Al in a plastic flow
state by frictional heat onto the activated Fe faying surface, resulting in adhering between the Fe and the Al.
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1.

緒

言

る鉄鋼小片の挙動や接合面における酸化皮膜の挙動を明
らかにして，本接合法における接合過程について考察した。

車両等の軽量化を図るためには，鉄鋼材料とアルミニウ
ム合金を組み合わせた構造体は有効であることから，鉄鋼

2. これまでの研究で得られた結果６）

とアルミニウム合金を溶接・接合するいろいろな試みがな
されている。これまでに，接合界面における金属間化合物

本研究では，板厚 2mm の SS400 軟鋼板（以後，Fe と表

の生成を防ぐための摩擦圧接法１），超音波接合法２）や圧延

記）と A5083-H24 (4.5mass%Mg, 0.5mass%Mn, 残部 Al，引

接合法３）等の固相接合法の研究，さらに，レーザろう付４）

張強さは 275MPa) アルミニウム合金板（以後，Al と表記））

や抵抗スポット溶接５）等の研究が行われている。

を回転ピンを用いて突き合わせ接合している。

著者ら６），岡村ら７）や福本ら８）も回転ピンを用いた固相

著者らは，本接合法の原理を次のように考えている。す

接合法によって，鉄鋼とアルミニウム合金の突き合わせ接

なわち，Fig.1 に示すように，工具鋼製の回転ピンを Al 側

合の研究を行っている。

に挿入後，ピン側面を Fe 接合面に押しつけて接合面の酸

著者らは前報６）において，突き合わせ継手の引張強さに
およぼす回転ピンの挿入位置，ピン回転速度，接合速度や

化皮膜を除去して新生面を露出させ，そこに摩擦熱で塑性
流動状態になった Al が凝着して接合が達成される。

ピンの回転方向の影響等を明らかにしてきた。
Traverse direction

回転ピンを用いる本接合法においては，アルミニウム合
金側に挿入されたピンの側面によって削ぎ落とされた鉄

Rotating tool

鋼の小片がアルミニウム合金内に散在して，そこが継手の

Rotating
pin

破断経路になっていることから，本報では，接合部におけ
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Fig.1
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Rotating pin

Schematic of the rotating pin position in this study: (a)
Bird’s eye schematic view of the method and (b) schematic
view of the cross section perpendicular to weld line.
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これまでの研究で，直径 2mm の回転ピンを用いて，

厚さの酸化皮膜が形成されていることが分かる。なお，EDS

25mm/min の接合速度で接合した場合，Fe 側への回転ピン

による定量分析の結果，この酸化皮膜の組成は 38.62％

－１

を 0.2mm 押し込み，回転速度 4.17 s

の条件で最大引張強

Al-2.74%Mg-59.64%O (at%)であった。

さを示す継手が得られている。この継手の接合方向に垂直
な断面組織を Fig.2 に示すが，引張試験時の破断は破線で
示すように Al 内に散在した Fe 小片に沿って生じる傾向が

(a)

みられた。
~5μm

SEM image

Fe

O

Fe

O

Al

7~8μm

(b)
Fracture path
SEM image
Fig.3

0.5mm

Fe
Fig.2

Al

SEM images and EDS chemical analyses of thick oxide
films on the Fe and Al faying surfaces oxidized before
welding.

Cross-sectional structure with the fracture path indicated
by a dashed line in the weld made under the optimum
welding conditions in this study.

4. 実験結果

4.1 接合界面の酸化皮膜の挙動
3. 実験方法

接合面に厚い酸化皮膜を有する Fe と Al 試片を突き合わ
せて，前節の接合条件で接合した接合部の接合方向と垂直

供試材は，前述のように板厚 2mm の SS400 軟鋼板と

な断面の光学顕微鏡組織（5%ナイタールによる腐食。以後，

A5083-H24 アルミニウム合金板であり，入手状態のまま用

同じ）を Fig.4 に示す。前報でも示したように，回転ピン

いた。接合試験片の形状・寸法は長さ 140mm，幅 40mm の

で削ぎ落とされた Fe の小片が Al 内に散在している。また，

矩形板である。回転子は工具鋼で作製し，ショルダー直径

底面から約 0.5mm の位置に欠陥（矢印）が生成しているが，

は 15mm，ピンの直径は 2mm でピンにはネジは施されてい

ピンの長さが約 1.5mm のために底面近傍の Al が撹拌され

ない。

なかったためと思われる。継手底部の(c)で示す四角領域は

接 合手 順 は前 報 と 同 じ で あ り ， Fig.1 に 示 すよ う に

回転ピンが未到達のために接合されていない領域である。

advancing 側に Fe を retreating 側に Al を配置し，接合速度
は 25mm/min，Fe 側への回転ピンの押し込み量は 0.2mm，
回転速度は 4.17 s－１で接合した。本実験では，接合界面に

(a)

未接合部を意図的に作製して界面での酸化皮膜の挙動を

(e)

明瞭にするために，ピンの長さを短くして約 1.5mm とした。
接合部近傍 Al 内に散在する Fe 片の生成機構や回転ピン
側面による Fe 接合面の酸化皮膜除去作用および接合中の

Fe

(d)

(b)

Al

Fe 酸化皮膜および Al 酸化皮膜の挙動を調べるために，Fe
接合面を 400 番のエメリー紙で研磨後，大気中で 600℃に
600s 加熱保持して高温酸化させて Fe 接合面に厚い酸化皮

(c)

膜を形成させた。Fig.3 の(a)に高温酸化後の Fe 断面の SEM
像と O および Fe の EDS 面分析結果を示す。Fe 表面に約 5
μm 厚さの Fe 酸化皮膜が形成されていることが分かる。
また，Al 接合面にも厚い酸化皮膜を形成させるために

Fig.4

Cross-sectional structure perpendicular to the welding
direction of the weld produced under the optimum
welding conditions in this study.

400 番のエメリー紙で研磨後，陽極酸化処理を行った。Fig.3
の(b)に陽極酸化処理後の Al 断面の SEM 像と O および Al

接合界面上部(a)と中央部(b)および底部(c)の SEM 像と Fe,

の EDS 面分析結果を示す。これから，Al 表面に約 7~8μm

Al, O の EDS 面分析結果を Fig.5 に示す。回転ピンが通過
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して接合されている接合界面上部および中央部には，接合

Al 酸化皮膜が回転ピンによって破砕されて Fe 小片ととも

前に明瞭に観察された Fe 酸化皮膜および Al 酸化皮膜の存

に Al 内に移送されたと考えられる。接合前に Fe 接合面に

在は確認できない。一方，ピン長が 1.5mm のために Fe 接

形成させた酸化皮膜は，Fig.6 の SEM 像に矢印で示したよ

合面の底部は回転ピンが接触していないことから Fe 接合

うに，削ぎ落とされた Fe 小片の表面に付着している。こ

面の酸化皮膜は除去されないために接合されないはずで

れに関しては，後出の Fig.9(d)においても同様の観察結果

ある。事実，Fig.4 の接合界面組織写真および Fig.5(c)に示

が得られている。

す界面底部の SEM 像からも分かるように溝が残留してお
り接合されていない。また，Fe, Al, O の EDS 面分析から酸

4.2 試片表面に平行な水平断面の組織

化皮膜（SEM 像中の矢印 1 および 2）も除去されていない
既接合部と未接合部を同時に観察するために，接合途中

ことが分かる。
SEM image

Fe

Al

O

織を観察した。用いた接合試片の接合面には前項と同様に

Al

(a)

で回転ピンを引き抜き，引き抜いた後にできる孔近傍の組
厚い酸化皮膜が形成されている。観察面は，Fig.7 上図の模

Fe

式図に示すように試片表面から約 1mm 内部に入った水平
断面である。Fig.7 の組織写真において，孔の右側は接合前

Fe

および左側は接合後の界面の様子を表すことになる。

Al

(b)

Observing
Fe
Al

2mm
Fe

1mm

1

Groove

(c)

2
Al

Fig.5

Hole made by a pin

SEM images and EDS chemical analyses at the upper
region (a), the middle region (b) and the bottom region (c)
of the joint interface shown in Fig.4.

Welding direction
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Rotating direction

Al
oxide
film
Fe oxide film

Fig.6

SEM images and EDS chemical analyses at the regions (d)
and (e) near Fe fragments in the Al matrix shown in Fig.4.

Fig.7

Schematic showing the observed cross-section parallel to
the surface of a weld and the cross-sectional structure
around the hole made by a rotating pin.

写真中の回転ピンが通過していない未接合界面の(a)領
Fig.4 に示すように，回転ピンの側面によって削ぎ落とさ
れた Fe 小片が Al 内に散在しており，Fe 小片と Al との界
面近傍の(d)と(e)の四角で囲んだ箇所に小さな黒い点状物
が観察される。この箇所の SEM 像と Al, Fe, O の EDS 面分

域と回転ピンが通過した既接合界面の(b)領域の SEM 像と
Fe, Al, O の EDS 面分析結果を Fig.8 に示す。(a)の回転ピン
が未通過の箇所には Fe 接合面および Al 接合面に酸化皮膜
が明瞭に観察される。一方，(b)の回転ピン通過後の界面の

析結果を Fig.6 に示す。SEM 像および面分析結果から，Fe

酸化皮膜は消失しており，前報６）で予測したとおり，回転

小片近傍の黒く見える点状物は Al 酸化物と考えられる。

ピン側面によって Fe 接合面の酸化皮膜は削ぎ落とされ，

EDS 定 量 分 析 の 結 果 ， こ の 酸 化 物 の 組 成 は
37.58%Al-3.02%Mg-59.40%O (at%)であり，酸化処理後の
Al 表面酸化皮膜の組成とほぼ一致することから，接合面の

また，Al 接合面の酸化皮膜も消失していることが示された。
次に，未接合部と既接合部の境界に当たる(c)領域の SEM
像を Fig.9(c)に示す。(c)領域は，回転ピン側面が Fe を Al
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側へと巻き込もうとしている箇所であるが，Fe 酸化皮膜お

接合面に厚い酸化皮膜を形成させた試片を用いて，回転

よび Al 酸化皮膜が破壊されて Fe とともに Al 内へと巻き

ピンによる Fe と Al の突き合わせ接合を行った時の酸化皮

込まれる様子が見られる。巻き込まれた酸化皮膜は削ぎ落

膜の挙動を調べてきた。酸化皮膜の挙動から，本接合法に

とされた Fe 小片とともに Al 内に入り，Fig.9 の(d)と(e)

よる接合過程は次のように考えることができる。Fig.7 に示

（Fig.7 における(d)と(e)で示す Fe 小片と Al の界面の SEM

した，接合途中で回転ピンを引き抜いた後の組織写真を

像である。）に示すように，Fe 小片と Al との界面近傍に存

Fig.10 に再掲して考える。

在していると考えられる。なお，これらの酸化物が Fe 酸

第一段階：回転ピンはその側面によって Fe 酸化皮膜を

化物および Al 酸化物であることは EDS 分析で確認してい

削ぎ落とし，さらに，その回転力によって Fe の酸化皮膜

る。

と Al の酸化皮膜（矢印１）とともに接合面近傍の Fe（矢
印２）を巻き込む。巻き込まれた Fe は回転ピン側面によ

(a) Non-bonded zone
Fe

ってピン後方へと太い矢印で示すように回り込み，回転ピ

Fe oxide film

ンから離脱して Fe 小片（矢印３）として Al 中に散在する。

Groove
Al

孔に沿った破線で示す箇所は，回転ピン側面によって Fe

Al oxide film

酸化皮膜が削ぎ落とされて新生面が露出した活性状態の

SEM
(b) Bonded zone

Fe

Al

O

Fe 部である。
第二段階：回転子との摩擦熱によって塑性流動状態にな

Fe

り，接合面の酸化皮膜も破砕された Al は回転ピンによっ
て advancing 方向に回転撹拌され，活性状態の Fe 新生面に
凝着して Fe と Al 間に接合が達成される。

Al

Fig.8

SEM images and EDS chemical analyses at the
non-bonded and bonded regions of the structure shown in
Fig.7.

Fe oxide
film

Fe

Al

Al

(c)
Fig.9

Al oxide
film

Al

Fe
Fe

Al oxide
film

(e)

(d)

SEM images at the (c) region indicating the boundary between bonded and non-bonded regions
and the (d) and (e) regions near the Fe fragments scattered in Al matrix shown in Fig.7.

Fe

2

6.

結

言

1
接合面に厚い酸化皮膜を形成させた試片を用いて，回転
ピンによる鉄鋼とアルミニウム合金の突き合わせ接合時
の酸化皮膜の挙動や接合界面近傍のアルミニウム合金内

3

に散在する鉄鋼小片の挙動を明らかにし，その接合過程を

Al
Fig.10

Photo of the structure shown in Fig.7 to explain the
butt-welding process between Al and Fe in this study.

考察した。得られた結果は大要次のようである。
１） 回転ピンの側面によって鉄鋼接合面の酸化皮膜は削
ぎ落されて鉄鋼接合面が活性化される。
２） 接合面近傍の鉄鋼の一部は回転ピンに巻き付くよう
にしてアルミニウム合金内に引き込まれ，アルミニ
ウム合金内に小片として散在する。

5. 回転ピンを用いた Fe と Al の突き合わせ接合における
接合過程

３） 鉄鋼の一部が回転ピンによって巻き込まれる時に，
鉄鋼およびアルミニウム合金接合面の酸化皮膜は破
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砕され，破砕片はアルミニウム合金内に散在する鉄
鋼小片近傍に存在する。
４） 回転子との摩擦熱で塑性流動状態になったアルミニ
ウム合金は回転ピンによって advancing 方向に回転
移送されて活性状態の鉄鋼の活性面に凝着して接合
が達成される。
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