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まえがき＝近年，自動車の排出ガス削減のための軽量化
を目的として，高強度鋼板および軽量素材のアルミニウ
ム合金（以下，アルミ合金という）などを適材適所に配
置するマルチマテリアル構造の研究と実用化が加速して
いる。車体のマルチマテリアル化を推進するためには，
鋼板－アルミ合金などの異種金属の接合を達成する必要
がある。しかし，鋼とアルミ合金の融点，熱伝導率，腐
食電位など物性値の差異が大きいほか，汎用の抵抗スポ
ットやアーク溶接などの溶融溶接では脆（もろ）い金属
間化合物が生成するため，鋼板－アルミ合金の接合が難
しいとされる。現状では，セルフピアスリベット（SPR）
やメカニカルクリンチなどの機械的接合法が用いられて
いるが，大幅なコスト増，生産上の制約などの問題があ
る。そこで当社は，アーク溶接や溶接材料の既存技術を
活かした新しい異種金属接合法としてエレメントアーク
スポット溶接法（Element Arc Spot Welding，以下，
EASWという）を発案した。本稿では，EASWの接合

メカニズムおよび継手強度などの基本特性を紹介す
る 1 ）～ 3 ）。

1 ．EASWのメカニズム

　EASWのメカニズムを図 1 に示す。アルミ合金を上
板，鋼板を下板とし，かつ上板には予備加工穴を設けて
おく。挿入部がこの穴に収まる外径，かつ中空となって
いる形状のフランジ付鋼製リベット（以下，エレメント
という）をはめ込む。つづいて，エレメント内の中空部
にアーク溶接法によって溶融した溶接材料を鋳込む。す
なわち，片側からアークスポット溶接することで，エレ
メントと下板鋼板が強固に溶接される。このとき，上板
のアルミ合金板は嵌合（かんごう）状態となって接合体
が形成される。溶接条件を制御して，溶接金属が鋼板裏
側に少し出る状態にするのが望ましい。
　EASWは高熱を発生するアーク溶接を利用した接合
法であるが，アルミ合金は全く溶融しないため，金属間
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図 1  EASWのメカニズム
Fig. 1  Mechanism of EASW
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化合物を生成することがない。なお，エレメントは，板
厚や接合強度要求に応じて最適な設計が可能である。溶
接作業に要する時間は板厚に強く影響を受けるが，おお
むね0.5～1.5秒程度である。
　EASWは機械接合法のように鋼板を塑性変形，ある
いは貫通させる必要がなく，高温のアーク熱を利用して
鋼板を溶かすことによって溶接継手が形成できる。この
ため，理論的に適用できる鋼板強度には制限がない。ま
た，上下板の両側からアクセスして加圧する必要がな
い。すなわち，片側アクセスの接合法として，図 2 に示
すように開断面構造の部品だけではなく，閉断面構造の
部品にも適用できるという特長がある。

2 ．EASWの継手強度特性

　EASWの継手強度は，JIS Z 3136に準拠した引張せん
断試験とJIS Z 3137に準拠した十字引張試験を適用して
検討した。
2. 1　EASW溶接継手の破断機構の検討
　EASW溶接継手の構造上の特徴および継手強度試験
時に受ける応力状態の分析に基づき，溶接継手の破断機
構を説明する。まず，引張せん断試験において，図 3 の
引張せん断試験片の模式図に示すように，ナゲット（溶
接金属）の右側は予備穴右側のアルミ合金板に引張られ，
せん断力（P）と曲げモーメント（M）を受ける。した
がって，破壊開始位置は，①下板（鋼板）右側の熱影響
部（以下，HAZという），②溶接金属，あるいは③予備
穴右側のアルミ合金板が破壊することが考えられる。す
なわち，溶接金属の強度が低い，あるいは溶接金属径（抵
抗スポット溶接法のナゲット径に相当）が小さい場合，
溶接金属が破断しやすい。また，アルミ合金板の強度が
低い，あるいはその板厚が薄い場合にはアルミ合金板が
破断しやすい。これら以外の場合は下板HAZが破断す
ると考えられる。
　いっぽう，十字引張試験では，試験片上板の長手方向

断面模式図（図 4 上段）に示すように，上板のアルミ合
金板上両端に作用する力（P）によって，エレメントの
フランジ部はせん断力（Q）と曲げモーメント（M）を
受ける。このため，エレメントのフランジ部が薄くて強
度が低い場合や，受ける曲げモーメントが大きい場合に
は①エレメントのフランジ部が破断する可能性がある。
あるいは，アルミ合金板が薄くて強度が低い場合は②ア
ルミ合金板がエレメントのフランジ部によって破断され
る場合もある。
　また，下板の長手方向を断面とした模式図（図 4 下段）
に示すように，十字引張試験では下板の鋼板は，溶接ボ
ンド部近辺に最大の曲げモーメントを受けて塑性変形し
ていると考えられる。このため，溶接金属の強度が低い
場合は③溶接金属部が破断するが，下板HAZ部の硬さ
が高く，伸びが小さい場合は④下板HAZ部，または溶
接ボンド部が破断しやすいと考える。
2. 2　溶接ワイヤおよびエレメントの継手強度への影響
　上述のように，EASW継手のすべての構成要素であ
る上下板の材質や強度，溶接金属の強度，およびエレメ
ントの材質やサイズはEASWの継手強度に影響を及ぼ
す。
　そこで本節では，上下板の種類を固定した場合の継手
強度の試験結果を報告する。上下板の種類およびサイズ
を一定にした場合，①溶接金属の強度および②上板－下
板間の界面における溶接金属の断面積は継手強度の主な
支配要因であると思われる。さらに，①溶接金属の強度
は溶接ワイヤ，②界面における溶接金属の断面積はエレ
メントの中空穴径および溶接条件によってほぼ決まると
考えられる。エレメントについては，中空穴径のほかに，
2.1節で述べたように，材質およびフランジサイズも継
手強度に影響を及ぼす。以下に，溶接ワイヤの種類およ
びエレメントのサイズ・材質が引張せん断強度（Tensile 
Shear Strength，以下TSSという），および十字引張強

図 3  引張せん断試験片の模式図
Fig. 3  Schematic diagram of specimen for tensile shear test

図 2  開断面と閉断面構造の接合模式図
Fig. 2  Joining schematic of open/close structure

図 4  十字引張り試験片の模式図
Fig. 4  Schematic diagram of specimen for cross tensile test
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度（Cross Tensile Strength，以下CTSという）に及ぼ
す影響を調べた結果を報告する。
2. 2. 1　試験方法
　上板アルミ合金A6061（2.0 mmt）のT6熱処理材と下
板Dual Phase組織設計の980MPa級高張力鋼板（1.4 mmt，
以下980DPという）4 ），5 ）の板組において，溶接ワイヤは
JIS Z3312 YGW11（490MPa級）とJIS Z3312 G 59J 3M1T

（590MPa級）の 2 種類（φ1.2 mm）とし，エレメント
は中空穴径がφ5.0 mmとφ6.0 mm，強度が450～650MPa
級の鋼材を使用した。シールドガスは80%Ar+20%CO2

の混合ガスとし，スパッタの発生量を最低限に抑えるた
めに，溶接電源はワイヤが正送と逆送を繰り返す高精度
な送給制御モードを採用した。　
2. 2. 2　溶接ワイヤの種類およびエレメント内径の影響
　溶接ワイヤの強度クラスおよび溶接金属の界面断面積
によるTSSおよびCTSへの影響を調べた結果を図 5 に
示す。使用したエレメントのサイズも同図に記載したと
おりであり，材質はSM490A（引張強度：約550 MPa）
の 1 種類のみとした。本試験に用いた板組において，高
強度クラスワイヤのほうがTSS，CTSともに高かった。
また，エレメントの中空穴径が大きいと，溶接金属の界
面断面積も大きくなり，TSS，CTSともに高くなった。
破断位置については，490MPa級の溶接ワイヤを用いた
TSS試験片のいずれも板間界面の溶接金属（図 3 の部位
②），CTS試験片のいずれも溶接金属（図 4 の部位③）
より破断した。いっぽう，590 MPa級の溶接ワイヤを用
いたTSSとCTS試験片のいずれも鋼板HAZ部（図 3 の
部位①および図 4 の部位④）が破断した。これらの結果
から，溶接金属の強度が低い場合には溶接金属から破断
しやすく，溶接金属の強度が十分に高い場合には，下板
HAZなど他の部位から破断しやすいと推察できる。
2. 2. 3　エレメント材質による継手強度への影響
　前項の試験結果では，強度が550 MPa級の材質のエレ
メントを使用しており，いずれの試験条件においてもエ

レメントの損傷が見られなかった。本項では，材質の異
なるエレメントによる継手強度への影響を確認した。エ
レメントは中空穴径がφ6.0 mmで，強度が450 MPa級，
550 MPa級および650 MPa級の 3 種類の材質を使用し
た。溶接ワイヤはJIS Z3312 G 59J 3 M1T（590 MPa級）
の 1 種類のみとし，ほかの条件は2.2.1項と同じとした。
　各強度クラスのエレメントを用いた継手強度の試験結
果を図 6 に示す。本試験の結果からは，エレメントの強
度によるTSSへの影響が認められなかった。いっぽう，
十字引張試験では，エレメントの強度が450 MPa級と低
い場合に，エレメントのフランジ部（図 4 の部位①）が
破断してCTSも低かった。エレメントの強度が十分に
高い場合（本試験では550 MPa），破断部位は下板HAZ
部に変化し，CTSも向上した。なお，さらに高強度の
エレメント（本試験では650 MPa）を用いても， 破断は
同じく下板HAZ部と変化がなかった。すなわち，エレ
メントの強度が十分に高い場合，HAZが継手強度を支
配することから，CTSのさらなる向上につながらなか
った。
2. 2. 4　エレメントのフランジ幅の影響
　前項において，エレメント自身の強度が450MPa級と
低い場合，十字引張試験時にエレメントのフランジ部が
破断してCTSが低下することがわかった。エレメント
フランジ部の破断は，曲げモーメントによるものと考え
られる。したがって，フランジの幅によって受ける曲げ
モーメントの大きさが変わると考えられる。すなわち，
エレメントの強度クラスは同じであっても，フランジの
幅の大小によってフランジ部の変形や破断状況が変わ
り，CTSにも影響を及ぼすと考えられる。エレメント
のフランジ幅を変化させたときの継手強度の試験結果を
図 7 に示す。試験に用いたエレメントの材質はSS400

（引張強度450 MPa）で，フランジ幅が2.0～3.5 mmの 3
種類とした。フランジ幅が2.0 mmの場合は下板HAZ部
が破断したが，フランジ幅が2.7 mmと3.5 mmの場合は
エレメントのフランジ部が破断し，CTSも低かった。
さらに，フランジ幅2.7 mmと比べて，3.5 mmのほうが
CTSが低かった。これは，フランジ幅の小さいエレメ
ントは受ける曲げモーメントも小さくなるためであると
考えられる。いっぽう， TSSに対するフランジ幅の影響
は確認されなかった。十字引張試験において，エレメン
トのフランジ幅は小さいほうが高CTSになりやすいが，

図 6  エレメント強度が継手強度に及ぼす影響
Fig. 6  Effect of tensile strength of element on 

strength of joint
図 5  溶接ワイヤ種類およびエレメントの中空穴径による継手強度への影響

Fig. 5  Effect of welding wire and hole diameter of element on strength of joint



神戸製鋼技報/Vol. 67 No. 1（Mar. 2018） 107

フランジ幅が小さすぎると，アルミ合金板の塑性変形に
伴って予備穴が大きくなり，エレメントおよび溶接金属
が予備穴から抜け出る恐れがある。また，アーク熱でエ
レメントのフランジ部が全溶融し，エレメントと鋼板の
間にアルミ合金板を嵌合（かんごう）できなくなる恐れ
もある。すなわち，フランジには最適幅が存在すること
が示唆される。
2. 3　EASWと既存異材接合法との継手強度の比較
　EASWは，適切な溶接材料およびエレメントを選定
することによって既存の異材接合法より高い継手強度が
得られる。試験の一例として，アルミ合金 6 K21（当社
製 品AA6022相 当 ）2.0 mmtと980DP鋼 板1.4 mmtを 継
手構造とし，各種既存異材接合法およびEASWを用い
て得られた点接合継手のせん断引張試験および十字引張
試験結果を図 8 に示す。比較用の異材接合法はSPR（Self 
Pierce Riveting）, Tuk Rivet®, FDS®（Flow Drilling 
Screw）, ImpAcT（Impulse Accelerated Tacking）, 
FEW（Friction Element Welding）とした。これらの
リベットサイズや接合条件はメーカ推奨値とした。しか
し，SPRとFDS®は980MPa鋼板を貫通させることがで

きない，すなわち接合ができなかった。したがって本図
には，参考値として590MPa級高張力鋼板を用いた場合
の継手強度データを掲載した。摩擦抵抗やかしめ

4 4 4

構造の
みを拘束力として依存する接合法に比べ，金属結合が得
られる溶接が接合機構に含まれるEASWとFEWのTSS
および CTSが高く，とくにEASWが高い値を示した。
この理由は，同じ溶接分類においてもアーク溶接と圧接
では接合界面の健全性や溶接金属品質，入熱に違いがあ
り，剥離（はくり）強度特性にそれらが影響を及ぼすた
めと考えられる。

3 ．EASWのロバスト性

　既存の機械接合法によっては，鋼板の強度や接合構造
物の断面形状，ギャップ，接合姿勢などにおいて制限を
受けることがある。EASWのメカニズムについて述べ
た 1 章では，EASWは鋼板強度および接合構造物の断
面形状に対する制限が少ないことを説明した。本章で
は，製造現場でEASWを適用する際に必要な有効溶接
条件範囲の裕度，いわゆるロバスト性について説明す
る。
3. 1　EASWの耐ギャップ性
　製造現場においては，部品の組み立てや加工精度など
によって，接合対象物であるアルミ合金板と鋼板との間
に隙間（ギャップ）が生じる場合があり，これを完全に
なくすことは難しい。ギャップが大きすぎると接合が困
難になるため，EASWの耐ギャップ性を調査した。上
板 ア ル ミ 合 金A6061（2.0 mmt， 板 厚 固 定 ） と 下 板
DP980鋼板の板組において，下板の板厚を0.5～2.0 mm，
ギャップを 0 ～2.5 mmに変化させた場合の溶接継手形
状 を 評 価 し た。 こ の と き の シ ー ル ド ガ ス は
80%Ar+20%CO2の混合ガスとし，エレメントの中空穴
径はφ3.8 mm，φ5.0 mmおよびφ6.0 mmの 3 種類とし
た。
　試験結果を図 9 に示す。下板が薄くてギャップがある

図 7  エレメントのフランジ幅が継手強度に及ぼす影響
Fig. 7  Effect of flange width of element on strength of joint

図 8  異種金属接合継手の強度比較
Fig. 8  Strength comparison of dissimilar metal joints
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場合には，下板に溶落ち欠陥が発生しやすい。中空穴径
の小さいエレメントを使うことによってアーク熱はエレ
メントに奪われ，下板に伝わる熱が制限されることか
ら，下板の溶落ちを抑制することが可能である。いっぽ
う，下板が厚くなるに従い，溶落ちに対して耐性を持つ
ことから，ギャップ許容度も高くなる。ただし，エレメ
ントの中空穴径が小さすぎると下板が溶けにくくなり，
健全なナゲットが形成できなくなる。
　本試験結果によると，下板の板厚が0.5～2.0 mmの範
囲において，適切な中空穴径を有するエレメントを採用
することによって，いずれの板厚の場合でも1.0 mm程
度までのギャップは溶接可能であることが確認された。
また，シールドガスをArリッチ化することや，ワイヤ
径を細くすることなどの策を行うことにより，さらにギ
ャップ条件を拡大できる可能性もある。
3. 2　EASWの溶接姿勢対応性
　これまでの試験の溶接姿勢は下向きであったが，製造
現場では構造物の形状などによって，姿勢は必ずしも下
向きになるとは限らない。姿勢が水平，かつ下向きで溶
接可能なだけでなく，姿勢が斜めや垂直など，どのよう
な方向に向いていても対応できることが求められる。
EASWをさまざまな姿勢で溶接した一例を図10に示す。
EASWは下向き姿勢だけではなく，立向きおよび上向
き溶接姿勢を含む全姿勢での溶接が可能であることが確
認できた。一般的に，ソリッドワイヤを用いたアーク溶
接による立向きや上向き溶接では，溶融金属は重力の関
係で垂れやすく，溶接が難しいとされている。EASW
もソリッドワイヤを用いたアーク溶接を利用している
が，全姿勢での溶接が可能である。それは，正送と逆送
とを繰り返す高精度なワイヤ送給制御モードの溶接装置
を組み合わせることによってワイヤ先端と溶融池とを 1
秒間に約80回も接触（短絡）させ，エレメントの小さい
中空穴を約 1 秒間というごく短時間で鋳込んでいるから
である。ワイヤ先端の溶融部（溶滴）を溶融池と積極的
に接触させることにより，表面張力によって溶滴が溶融
池に移行する現象は短絡移行といい，重力の影響による
溶滴の垂れをなくすことができる。
3. 3　ワイヤ狙い位置のロバスト性
　EASWは，ワイヤを用いたアーク溶接によってエレ

メントの中空穴を鋳込むという原理のため，ワイヤはエ
レメントの中空穴の中央に位置している状態が最も望ま
しい。しかし，ワイヤの曲がり癖や溶接構造物の溶接位
置の微小なずれなどが発生するため，製造現場におい
て，ワイヤを常にエレメント中央に位置させるのは困難
である。そこで，エレメント中央からのワイヤ位置ずれ
の許容度を調査した。

図 9  下板の板厚による耐ギャップ性の試験結果
Fig. 9  Test results of gap allowance to thickness of the lower plate

図10  EASWの全姿勢溶接
Fig.10  EASW in all position welding

図11  各溶接姿勢におけるワイヤ狙い位置のずれと許容度の関係
Fig.11 Relationship between appearances of welding joints and gaps 

of wire tip from center of element hole in various welding 
positions
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　上板アルミ合金A6061（2.0 mmt）と下板DP980鋼板
（1.4mmt）の板組において，中穴径がφ6.0 mmのエレ
メントを用い，ギャップを 0 mmとしてワイヤの狙い位
置をずらした状態で溶接継手を形成した。その外観の評
価結果を図11に示す。いずれの溶接姿勢においても，
ワイヤ狙い位置とエレメントの中空穴中央とのずれが
1.5mm程度までであれば良好な外観の溶接継手が得ら
れた。

4 ．EASW溶接継手の耐食性

　異種金属接合が抱える問題には，接合強度だけでなく
ガルバニック腐食（異種金属接触腐食）がある。ガルバ
ニック腐食（以下，腐食という）とは，図12のように
電解質水溶液中で異種の金属材料を接触させたときに生
じる腐食現象である。電位が卑な金属がアノードとな
り，単独で置かれている場合より一般に腐食速度が増大
する。いっぽうで，電位が貴なカソード側の金属は単独
で置かれるよりも一般に腐食速度が低減して，いわゆる
カソード防食される。アルミニウムが，より貴な金属で
ある鉄と電解質水溶液中で長時間にわたって直接接触す
ると，局部電池が形成されてアルミニウムはイオン化
し，溶液中に溶け出る。残された電子はアルミ合金－鉄
中を移動して貴な金属である鉄の表面から同様に液中に
放出され，液中の水と酸素から水酸化イオンができる。
　腐食を防ぐための最も有効な手段は，接触箇所を湿潤
環境にしないことである。そのための実用的対策とし
て，接合前の接着剤塗布，さらには接合後の電着塗装や
シーリングが適用されている。そこで，接着剤塗布の有
無によるアルミ合金－鋼板接触界面の腐食を調査した。
試験体は，上板にアルミ合金 6 K21（2.0 mmt），下板に
超高張力鋼板980DPの裸鋼（1.4 mmt）とし，エレメン

トはSS400鋼で試作したもので，めっきなどの表面処理
は施していない。腐食試験はJASO M 609-91 CCT規格
に準拠して実施した。アルミ合金板と鋼板との接触界面
に接着剤の塗布した試験体と無塗布試験体の腐食試験結
果の一例を図13に示す。
　接着剤なしの場合，アルミ合金板と鋼板の接触界面に
腐食が認められた。アルミ合金板と鋼板との接触界面に
接着剤（DOW Chemical Betamate 1630，絶縁性）を塗
布した場合，顕著な腐食は認められなかった。
　いっぽう，エレメントとアルミ合金との接触界面には
接着剤を塗布できない。このため，アルミ合金板と鋼板
の接触界面（接着剤なし）の腐食状況と比べて，程度は
軽いものの腐食が認められた。対策としては，エレメン
トの①表面処理，②サイズからのアプローチが考えられ
る。①表面処理については，エレメントにアルミ合金と
電位の近い金属でめっきを施す，あるいは，アルミ合金
板とエレメントとの接触面に耐熱性の絶縁塗装を施すこ
とが考えられる。②エレメントのサイズについては，ア
ルミ合金板と接触しているエレメントのフランジ部を最
小化することで防食効果が高まると考えられる。それ
は，アルミ合金の面積に対して鋼の面積が小さくなるほ
どアルミ合金の腐食は小さくなると期待されるからであ
る。今後，これらの対策の実現性と有効性を試験で確認
する必要がある。

5 ．EASWの自動化システム

　工場の生産工程の中でEASWを実施する場合，ロボ
ットによる自動化は必須要件である。EASWの自動化
は今後の開発ステップとなっており，基本的原理と効果
を紹介する本論からは目的が外れるが，方針としての可
能性を 2 つ紹介する。
　基本的技術が比較的そろっており，難易度が低いのが
エレメントの挿入とアーク溶接を分離する 2 Robot/ 
2 Step方式（図14）である。本方式では予備加工穴の
形成とエレメントの挿入を同時に行うことが可能であ
る。REW（Resistance Element Welding）ですでに実
現されており， 1 台目のロボットのツールでエレメント
を用いた打ち抜きとかしめ

4 4 4

拘束を行う。加圧ツールを搭
載するため比較的大型のサイズとなる。2 台目のロボッ

図13  接着剤の有無による腐食試験結果
Fig.13  Results of corrosion tests with/without adhesive

図12  ガルバニック腐食のメカニズム
Fig.12  Mechanism of galvanic corrosion
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トではごく一般的なアーク溶接を行う。アーク溶接用の
安価かつ小型の仕様品をそのまま適用できる。1 step目
と 2 step目とを別工場，あるいは別会社で行うことも可
能である。この方式の短所は，EASWの大きな長所で
ある片面アクセス性が 1 台目のロボットにおいて発揮さ
れないことである。
　いっぽう，開発難易度は高いが，コンパクトな 1 台の
ロボットで高能率に接合するのが 1 Robot/ 1 Step方式

（図15）である。本方式では，ロボットにエレメントの
送給，位置補正，挿入，母材加圧，およびアーク溶接の
機能をすべて搭載するが，予備加工穴の形成を別手段で
設けてある前提となる。一般的に最も難しいとされてい
るのが，不可避的に位置ずれが生じる予備加工穴にエレ
メントを挿入する工程である。人間の目であれば極めて
容易な作業であるが，ロボットでは精度の高いセンサが
必要である。しかし，車載センサの普及に代表されるよ
うに近年のセンサ技術の発達はめざましく，ロボット搭
載センサも高機能なものが登場している。すでに高い精
度で嵌合処理を行うことが可能となっており，この技術
を使えばエレメントを確実に入れることが可能となる。
母材加圧は母材間ルートギャップを縮小させるための機
能である。抵抗溶接と異なってギャップをゼロにしなけ
れば接合できないわけではなく，それほど強い加圧機能
は必要ない。

むすび＝アルミ合金と鋼板との異種金属接合法として，
アークスポット溶接を利用したエレメントアークスポッ
ト溶接法（EASW）を開発した。その特長を以下に示す。
　①片面アクセス接合法であり，閉断面形状や開断面形

状など，適用できる構造形状の範囲が広い。
　②適用できる鋼板強度の制限がない。
　③高い継手強度が得られる。
　④比較的安価で小型のアーク溶接ロボットを用いるこ

とができる。
　今後は，ロボットや機器メーカ，システムインテグレ
ータと協力して実用的な機器開発に取り組んでゆく。
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図15 1 Robot/ 1 Step式自動EASWシステムの概念図
Fig.15  Conceptual diagram of 1 Robot/ 1 Step-type system for automatic EASW

図14 2 Robot/ 2 Step式自動EASWシステムの概念図
Fig.14  Conceptual diagram of 2 Robot/ 2 Step-type system for automatic EASW


