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異種 料接合界面の組織形成

擦

材

中田 一博

固相接合法である摩擦攪拌接合法の特徴を生かして溶融溶接では困難な各種金属材料の異種材料接合や金

属材料と樹脂・炭素繊維強化複合樹脂材料との直接接合などが可能となっている 得られた接合継手の接合
界面の形成組織の特徴と接合が可能となる接合機構について,代表的な異種材料接合継手を例にとり,解説
する

はじめに

異なる特性を有する材料を適材適所で組み合わ

せて,部材や製品の高機能化や多機能化,さ らに

コスト削減を図るものづくりの考え方が,「マルチ

マテリアル」の呼び名とともに注目されている.特

に,自動車や車両の車体軽量化のために,構造用

材料のマルチマテリアル化が進められている.こ

のためには,異なる材料を組み合わせて接合する,

いわゆる異種材料接合 (以下,異材接合)技術が必

要不可欠となっている⊃～つ
.

異材接合の現状

異材接合の材料組み合わせにおける実用化の程

度を俯嗽的に分類すると,表 1の ようになる す

なわち,すでに技術的に確立されて多くの構造物

に実用化されているものを第 1世代とすると,金

属′金属の組み合わせのなかでも同種金属を基と

した合金同士の組み合わせがこれに該当する 例

えば,炭素鋼や合金鋼などの鉄鋼材料間や,異な

る種類のアルミニウム合金間の組み合わせなどで

ある 一方,金属′金属であっても,異種金属間の

組み合わせには,接合が難しいものが多く,こ れ

らは第 2世代に分類される。鉄′アルミニウムや鉄

/チタンなどがこれに該当するが,すでに一部で実

用化に耐えうる接合技術の開発が進んできている.

これに対して,金属/樹脂 (高 分子材料)間の接合

のように材料構造そのものが異なっている材料間

の異材接合は第 3世代となり,新 しい発想からの

異材接合の考え方が求められる。例えば金属′炭素

繊維強化樹脂 (CFRP)と の接合などがこれに該当

し,その接合技術の開発が期待されている.

金属 同士の異材接合の難易度

金属同士の異材接合の組み合わせでは,その異

材接合の可能性は基本的にはそれぞれの金属から

なる 2元系平衡状態図から判断することができる.

代表的な状態図を図 1に示す
Dが

,(a)の Cu― Ni系

のように両金属がすべての組成で混ざり合って固溶

体を形成する全率固溶体型の組み合わせや,(b)の

Cu―Fe系 のように逆にまったく混ざり合わない2相

分離型の組み合わせでは,異材接合は比較的容易

になる 一方,(c)N_N贈 系や (d)A― Fe系のように,

特定の組成範囲において硬くてもろい金属間化合

物を形成する組み合わせは一般的には異材接合が

拌接合で得 ら

表 1 材料組み合わせによる異材接合技術の進展度

技術の

進展度

異材接合継手の

組み合わせ
技術的

難易度

実用化
の程度

課題

第 1世代
同種金属基合金 (鉄

鋼同士等)

容 易
すでに

実用化
適用拡大

第 2世代

異種金属・合金 (鉄

鋼 /非鉄 (Al,Mg,Tl)
など,非鉄 /非鉄)

困難 限定的 技術革新

第 3世代
異種材料 (金 属 /樹

脂/セ ラクックス)

困難 限定的 技術革新
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特集 摩擦攪拌接合では何が起こっているのか ?

Nl(at%) Mg(at%)

（
ｐ
）
Ц
嘔

Ni(nt%)
(a)全率固溶体 Cu―Ni

Cu(at%)

Fe           Cu(nt%)           Cu
(b)2本目分離 Fe― Cu

図 1 平衡状態図から分かる金属材料の異材接合の可能性

異材接合の可能性

困難である

異材接合への接合 プロセスの適用性 と FSW
の特長

代表的な溶接・接合プロセスと異種材料接合の

2イ                                    (472)

表 2 接合プロセスの異材接合への適用性

:◎高い,○材料に大きく依存,△低い, ×不可, *特別な手法

A        Mg(前 %)       Mg
(C)一部固溶体 +金属間化合物 Al Mg

Al(at%)

Al(耐 %)
(d)一 部固溶体 +金属間化合物 Fe‐ Al

組み合わせの適用の難易度はおおむね表 2の よう

になる.

第 2世代の金属の異材接合では,接合温度が

低く,接合後の冷却速度が速い固相接合が溶融溶

接法よりも優位となり,特に摩擦攪拌接合 (FSW)

（
ｐ
）
圏
咀

・６００　蜘　柳岬ｍ　・２００　・１００　ｍ蝋９００　８００竃７００　６００

接合プロセス

異種材料の組み合わせ

同種金属基 異種金属基
金属 /樹脂

金属 /CFRP
金属/セ ラミックス

溶融溶接

アーク溶接

抵抗スポット溶接

レーザ溶接

◎

◎

◎

△

△

〇

×

△ *

◎ *

×

×

×

ろう接 ろう付 ◎ ◎ × ◎

固相接合

拡散接合

圧接

FSW

◎

◎

◎

○

○

◎

×

△

◎*

×

×

×

接着 接着斉」 ◎ ◎ ◎ ◎

機械的締結
リベット,ボル ト,

かしめ
◎ ◎ ◎ △
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特集 摩擦攪拌接合では何が起こっているのか ?

は連続した継手が得られるとともに,後述するよ

うな回転プロープの特性を生かした金属′樹脂 。

CFRPの 異材接合への応用法もあり,実用的にも

有用である。

なお,接着法や機械的締結法は,第 3世代を含

めた組み合わせに適用可能な異材接合法として
,

幅広く実用化されている.

各種金属同士の異材接合界面組織例

同種金属基の組み合わせ

同種金属基であってもアーク溶接などの溶融溶

接では接合が困難であり,FSWで始めて可能とな

る組み合わせがある.その典型的な例として図 2

(a)お よび (b)に それぞれ,A6061圧延材ノダイカ

ス ト材 ADC12,お よび

“

o61圧延材ノA6061基 ア

ルミナ粒子分散複合材との突合せ FSW継手の断

面組織を示す .゙いずれもアルミニウム合金基同

士の異材接合の組み合わせである.溶融溶接では,

ダイカス ト材はポロシティの発生,ま たセラミッ

クス粒子分散材はポロシティや強化粒子の分解な

どのために,いずれも接合は困難である。固相接

合である FSWで は,溶融溶接時に見 られた接合

欠陥はなく,攪拌部では,突合せた異種材料が完

全に混ざり合うのではなく,交互に積層した,た
まねぎを輪切りにしたような,いわゆるオニオン

リング模様の組織を呈しており,良好な接合継手

が得られている.

第 2世代の金属間化合物形成型の
組み合わせ

アル ミニ ウム′鉄

異材接合が困難な第 2世代の金属間の異材組み

合わせにおいて,接合部に金属間化合物層が形成

してもその厚さが十分に薄ければ異材接合が可能

である。例えば,自動車軽量化のために鉄鋼材料

とアルミニウム合金の異材接合が求められるが,

脆弱な Al Fe系金属間化合物が形成されるために

溶融溶接による直接接合は困難である (図 1(d)).

金属 Vo 88(2018)No 6

(a)ダイカスト材 ADC12と 圧延材 A5052と の突合せ継手攪拌部

前進側

(b)10%A1203粒 子分散 6061基 MMCと 6061Al合金との突合せ
継手攪拌部

図 2 成形法の異なるm合金の組み合わせ

表 3 Al′ Fe異材接合プロセスと,直接接合が可能な接

合界面構造 (過去の文献等からの取 り纏め結果 )

接合界面構造

高温反応

高温反応のため金属間化合

物層形成

金属間化合物層の厚さが支

配因子

数 μm(lμm)以下で良好な

継手強度

低温反応

塑性流動現象

しかし例えば,接合温度がより低温の拡散接合法

(固相接合の一種)を用いて,金属間化合物層の厚

さを数 μm以下とすれば,継手引張試験において

破断位置がアルミニウム合金母材の熱影響部破断

となる異材継手が得られる°.こ の改善機構の学

術的な解明はまだ不十分であるが,金属間化合物

層内の内部欠陥の減少や残留応力の減少などが考

えられている

鉄鋼材料とアルミニウム合金の組み合わせを例

に取り, これまでに報告された検討結果に基づき,

接合プロセスとその可能性をまとめると表 3の よ

うになる。接合プロセスは例えば,溶融凝固現象

や拡散現象を主体とする高温反応型と,材料の塑

性流動現象などを利用する低温反応型に分けられ

る。高温反応型プロセスには溶融溶接,ろ う付,

溶融溶接

抵抗溶接

ろう付

拡散接合

圧

波

醸
倅

‐超音
』
ＦＳＷ

金属間化合物層が SEM程
度では認められない

界面にアモルファス層形成

(数 nm～数十 nm厚さ,酸
化物層)

化合物との複合層

(473)



特集 摩擦攪拌接合では何が起こっているのか ?

拡散接合などが該当し,接合部は元素拡散に十分

な高温にさらされるために状態図に従った組織が

形成される。したがって,接合界面には Al― Fe系

金属間化合物層が形成されるために,その厚さが

継手強度の支配因子となる.しかしこの場合には,

すでに述べたようにその厚さを数 μm以下に制御

することにより,良好な継手が得られる可能性が

高くなる.一方,低温反応型は金属の塑性流動現

象を利用する固相接合法であり,加熱温度が低い

ために元素拡散は十分には行われないが,アルミ

ニウム合金を軟化し圧力を加えて塑性流動させ,

鉄との接合界面に押し付けることで接合する方法

である.各種の圧接法や FSWを用いて,このよう

な接合が可能になる.接合界面には金属間化合物

層に代わつて,酸化物を主体としたナノレベルの

層厚さの非品質相が形成される場合が見られ, こ

れが結晶構造の異なる鉄とアルミニウムを接合す

る,いわば “のり"の役目を果たしていると考え

られ,良好な継手が得られている

塑性流動現象を利用する低温反応プロセスとし

て,従来から摩擦圧接や爆発圧接 (一部溶融を伴

うが)が実用化されてきたが,継手形状や接合条

件の制約が大きく,用途は限定されてきた。これ

に対して同じ固相接合でもFSWを用いる方法
DD

は図 3に示すようにプロープをアルミニウム合金

側に挿入して回転するプローブとの接触により鉄

鋼界面を清浄化し,アルミニウム合金のみを塑性

流動させて,そ こに押しつける方法である.ツー

ルの回転方向等の接合条件の最適化により接合界

面では,金属間化合物の形成は抑制され,代わっ

・回転プローブによる接合界面の清浄化/活性化
・低温・短時間接合と金属の塑性流動の活用

接合部断面とピン挿入位置

図3 FSWに よるN合金′鉄鋼の異材接合法の提案

26

てごく薄い非品質層や両者の混合層が形成して良

好な接合強度が得られ,かつ連続した突合せ接合

継手が得られる。同様の手法で重ね継手も得られ

ている
1の
。また,図 4は FSWを応用したスポット

接合界面 :Mg― Si-0系アモルファス層,2～4nm厚 さ

図4 摩擦攪拌点接合による6000系 Al合金 伍1-lSi―

0.5Mg)′ 炭素鋼 SPCCの異材接合界面構造 (低温反応プ

ロセス例)

図 5 亜鉛めっき鋼板とJ合金ダイカス ト材の FSWに
よるサブフレーム重ね継手への実用化例 (仰本田技術研

究所提供)

Alダイカスト合金

(a)突合せ継手 (b)重 ね継手

接合界面

金属間化合物層

(474) 金属 Vc1 88(2048)No 6



特集 摩擦攪拌接合では何が起こっているのか ?

Tl母材破断部  接合部

興
さ
くコ
翠
肛
叫
硝

図6「SWに よる純チタンCPfi/鉄 鋼 SPCCの 重ね異

材接合継手と接合界面構造

接合法による重ね継手であ り,接合界面にはアル

ミニウム合金の合金成分を主体 とした Mg si―o系

非晶質層が 2～4nmの厚さで形成していた
1り

このように FSWを異材接合に応用するアイデア

はすでに約十数年前か ら提案されてきたものであ

るが,図 5に示すように,最近になってようや く,

鉄鋼 (亜鉛めっき鋼板 )と 6000系 アル ミニウム合

金ダイカス ト材の FSWに よる直接異材接合が自動

車部品 として実用化 された
lυ～り.接合界面 には

サブミクロン厚さの Al― Fe― Si系金属間化合物層の

形成が確認されている

鉄′チタン

鉄とチタンの組み合わせも異材接合が困難な組

み合わせであるが,図 6に示すようにFSWによる

重ね継手 (上板:チタン≠下板:鋼板 SPCC)において,

継手引張試験においてチタン母材 (板 厚 lmm)

破断となる良好な異材重ね継手が得られている
Dl°.接合界面には,β Tiと金属間化合物TiAlが

混在した厚さ約 100 nmの 反応層が同定された

アルミニウム′マグネシウム

図 1(c)に 示したように, この反応系には 2つの

共晶反応があり,それぞれ金属間化合物が生成す

る このため,溶融溶接では,共晶反応による溶

接割れや多量の金属間化合物形成による溶接金属

の脆化のために,接合は困難である。これに対し

金属 %88(2018)No 6

アルミニウム合金

図 7 FSWに よる Al合金 A5083と Mg合金 AZ31接 合

界面に形成された金属間化合物層

て FSWで は,接合部の温度を共晶温度以下とし,

金属間化合物の形成量を抑制することにより,接

合は可能となる.代表的な接合界面の形成組織を

図 7に 示す 接合界面には 2種類の金属間化合物

層が約 lμm厚さで形成されており,継手強度は約

130 MPaで あつた
1つ また,接合条件と継手強度と

の詳細な検討も行われており,接合界面が複雑に入

り組んだ,いわゆるオニオンリング模様の攪拌部組

織では,一種のアンカー効果による継手強度の向上

が得られ,最も高い継手強度として 170～ 180 MPa

が得られている
19が

,条件範囲は限定されていた.

第2世代の2相分離型の組み合わせ

図 1(b)に 示した 2相分離型の状態図を有する鉄

≠銅などの組み合わせは,金属間化合物を形成し

ないので,異材接合が容易である 図 8は炭素鋼

S25Cと 代表的な銅合金である黄銅との FSWに よ

る車ね継手 (上 板 :黄銅/下板 :S25C)の接合界面

の透過型電子顕微鏡 (TEM)に よるミクロ組織とエ

ネルギー分散型 X線分析 (EDX)に よる合金元素分

布である
19.軟

らかい黄銅側からプロープを挿入

し,プローブ先端を接合界面の S25Cに 接触させ

た状態で FSWを行う方法である 接合界面にはそ

れぞれの材料の主要合金元素であるFe,Cuお よ

び Znが相互に拡散した厚さ 120 nm程 度の固溶体

層が形成されて接合されている プローブ長が長

すぎると両者の混合層が形成され,プローブ長の

最適化が必要となる

(475) 2ア



特集 摩擦攪拌接合では何が起こっているのか ?

一方,同 じ2相分離型でもお互いの相互固溶量

がほとんど無いマグネシウム′チタンの組み合わ

せでは,接合は可能であるが界面反応層は確認さ

れず,マグネシウムの凝着による接合と考えられ,

高い継手強度を得ることは難しい
20.し

かし,ア

ルミニウムを合金元素として含む Mg―Al系合金で

は,図 9に示すように接合界面にアルミニウムの

濃化層が形成されており,TEM― EDS分析により,

0          100         200         300         400

位置 (nm)

図 8 FSWによる黄銅′炭素鋼 S25Cの 重ね異材接合界

面組織と元素分布

アルミニウム量が約 3%の AZ31で は TiAl相 から

なる厚さ約 100 nmの 界面反応層が形成され,継

手引張試験では攪拌部内で破断した
20 

またアル

ミニウム量が 6%以上のAM60お よび AZ91Dでは

いずれもTiAL相 の形成が同定されている.接合

条件によりその厚さの制御もある程度可能であり,

比較的高い継手強度を得ることができる
2D.

第 3世代の異材接合の組み合わせ

摩擦発熱を利用 した金属′樹脂・CFRPの 直接

接合

金属と高分子材料間の異材接合は,材料構造が

基本的に異なるために困難である しかし,表 4

に示すようにいくつかの方法が実用的に用いられ

プローブ位置 12m
ツール回転速度 1500 rpm

接合速度 300 mm/11aln

TEMに よる明視野像

図 9 FSWに よる CP Ti/AZ31B異 材接合界面の線分析

結果とTEM微細構造 .
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表4 実用化されている金属/樹脂異材接合法の特徴

接合法 接合手法 特 長 欠

接着法 接着剤

・継手形状,寸法の自由度大

・熱可塑性および熱硬化性樹脂

に適用可

・消耗品 (接着剤)必要

・溶媒溶液の安全性

・接着剤固化時間の確保

機械的締結法

リベット

ボル ト

かしめ

・継手形状,寸法の自由度大

・熱可塑性および熱硬化性樹脂

に適用可

・応力集中部の存在

・気密性が不十分

・リベット,ボルトなどの消耗品必要

熱圧着法

高周波加熱

抵抗加熱

レーザ加熱

超音波加熱

継手形状,寸法の自由度大

熱可塑性樹脂に適用

消耗品不要

熱硬化性樹脂への適用困難

インサー ト成形法
金型 を用いる溶融樹脂

の射出成形

・小物部品の大量生産可能

・熱可塑性および熱硬化性樹脂

に適用可

部品形状,寸法に大きな制約あり
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特集 摩擦攪拌接合では何が起こっているのか ?

ている.こ のうち,接着法と機械的締結法はそれ

ぞれ接着剤,あ るいはリベット・ボル トなどを介し

ての間接的な接合法であり,すでに自動車車体製

造などに適用されている。これに対して,熱圧着

法とインサー ト成形法は,直接的な接合法であり,

前者は熱可塑性の樹脂・CFRPに 対して用いられ

る。また後者は金型を用いる射出成形による小物

部品製造に用いられ,熱可塑 。熱硬化樹脂の両方

に適用されている。熱圧着法のうち,樹脂を溶融

するための加熱源として,表 4に示すようにいくつ

かの方法が用いられている。本稿では,FSWを応

FLJ接合法概略図

~δ

O//C｀ oゴ
δ

難鑽 鐵難雛難鱚
極性官能基

↓
水素結合

↑
酸化物

A

V
O~δ

ll+δ

図 11 摩擦重ね接合によ

るEAA樹脂/Al合金 A2017

お よ び PA6樹 脂′Al合 金

A5052の 直接接合界面 の

TEM組織と推定される金属

/樹脂の直接接合機構

ツール 回転

鼈

組合金板

樹脂板

(a)ノ2017/E/い の TEM接合界面構造

回転 ツー ル

分極 (静電引力)

による分子間力
(水素結合力)

用した摩擦発熱を利用する新しい方法 (摩擦重ね接

合法)を取り上げて,その接合界面組織を紹介する.

図 10は ,摩擦重ね接合法の原理図であり,プ ロー

ブが無く,先端がフラットな回転ツールを上板で

ある金属板に押付けて摩擦熱を発生させて加熱し,

その熱伝導で,下板の熱可塑性樹脂,あ るいは熱

可塑性樹脂をマ トリックスとする CFRP板の界面

を局所的に溶融して接合する方法である
2の 20.

金属 ノ樹脂・CDRPの直接接合界面構造

図 11(a)は エチレンアクリル酸コポリマー樹脂

接合継手外観

(接合部)

図 10 摩擦エネルギーを

利用した金属と樹脂との直

接接合法 :摩擦重ね接合法

(FrictiOn LapJoining,FЦ 法)

の原理

高速回転している丸棒状
ツールと赳合金との摩擦
熱により樹脂を溶融し,

加圧して接合する

接合継手断面

接合機構

(b)Al― Mg合金 A5052/PA6重 ね継手のTEM接合界面構造
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特集 摩擦攪拌接合では何が起こっているのか ?

EAA板 とAl合金 A2017板 との重ね継手接合界面

のTEM組織である。Al合金の界面には厚さ6nm

程度の酸化皮膜 A1203が形成されており,こ の酸

化皮膜を介 して接合されていた EAA樹脂は構

造中に極性官能基 (C00H基)を有しており,図

中に示すように電気陰性度の大きな酸素原子の存

在により,極性官能基および酸化皮膜がそれぞれ

分極し, このときの静電引力に起因する分子間力

(水 素結合力)が主たる接合機構であると考えられ

ている
2029._方

,極性官能基の無いポリエチレ

ン樹脂 PE板では同じ方法では接合されなかった

が,コ ロナ放電処理により樹脂表面に極性官能基

(a)継手外観

ツール通過部

射出成形法によるCFRP板
(板厚 3mmt)

炭素繊維 :長さ 200 1tlal

直径 5～ 10 μm
20、vt%

マ トリックス :熱可塑性樹脂 PA6

(C00H基 ,COH基)を新に付与して接合すること

により,Al合金との接合が可能となっている。ま

た,図 11(b)は ,Al― Mg合金 A5052と極性官能基

(CNOH基)を有するポリアミド樹脂 PFЮ 板との接

合界面のTEM像 と元素面分析結果であり,接合

界面には酸化皮膜 MgOの形成が確認されている。

合金元素であるMgが優先的に接合界面で酸化皮

膜を形成したものであり,同様の接合機構で酸化

皮膜を介して接合されている
20 

また,図 12は ,

低炭素冷延鋼板であるSPCCと Rヽ6と の接合界

面のTEM像であるが,酸化皮膜 Fe304を 介して

接合されていた
2つ .ス テンレス鋼 SuS304お よび

図 12 摩擦重ね接合法

による低炭素冷間圧延

鋼板 SPCC′ ポリアミド

樹脂 R%の 直接接合界

面組織

図 13 熱可塑性 CFRP
の組織 と摩擦重ね接合

法による Al合金 A5052′

熱可塑性 CFRPの 直接

接合界面組織

金属 Vo1 88(2018)No 6

〈C)接合界面微細構造
(b)継手断面マクロ組織

(d)TEM EDXに よる元素分布
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特集 摩擦攪拌接合では何が起こっているのか ?

無酸素銅と Rヽ6と の接合界面では,それぞれ数十

nm厚さの cr304お よび Ct12o層 の形成が確認され

ている
281

図 13は ,Al合金 A5052板 と熱可塑性 cFRP板

との摩擦重ね接合界面組織を示す.CFRP板は (a)

に示すように樹脂 PA6を マ トリックスとした短繊

維の炭素繊維を20 wt%複 合化した熱可塑性 CFRP

板であり,射出成形法により作製されたものであ

る.接合界面は Al合金表面に形成された MgOと

樹脂が直接接合されており,炭素繊維とAl合金と

の間の反応は確認されなかった
20.

ア ンカ ー作用 による金属 ′樹 脂・CFRPの 直

接接合界面構造

金属′樹脂の直接接合の接合機構には,分子間

力 (水素結合力)の他に,金属表面の凹凸を利用す

るアンカー効果がある.いわゆる機械的締結力と

呼ばれており,一般的には,接合力は,前者より

後者のほうが高いことが知られている.こ のアン

カー効果を発揮させるために,金属の表面に人工

的に凹凸を付ける方法には,腐食法,ポーラス皮

アルマイ ト皮膜処理面A合金/PE樹脂接合界面組織

膜形成法,レーザや電子ビームなどの高エネルギー

ビーム照射による局所溶融法などがある

図 14(a)お よび (b)は Al合金 A2017に ポーラス

アルマイ ト皮膜を形成した後にポリエチレン樹脂

PEと の接合を行った接合界面のTEM組 織であ

る
2029.接

合界面では,溶融した PE樹脂が皮膜

中の数十 nm径のポア内に進入しており, このア

ンカー作用によって極性官能基の無い PE樹脂で

も直接接合が可能となっており,継手引張せん断

試験では樹脂母材破断を呈した。また図 14(c)お

よび (d)は ,細 く絞ったレーザビームを高速度で

スキャンして Al合金板表面に照射して,(c)に示

すような凹凸を人工的に形成する方法 DLAMP30
であり, この面を接合界面とした R喘 樹脂をマ ト

リックスとする熱可塑性 CFRPと の摩擦重ね接合

では,(d)に示すように深さ約 100 μmの細くて深

い溝,あ るいは穴内部にまで溶融樹脂が侵入して

いる これにより得られた接合継手の引張せん断

試験では CFRP母材破断を呈する高い継手強度が

得られている
20

ポア内への

樹脂の侵入

アンカー効果
(機械的締結)

図 14 金属の表面処理による樹脂 ′

金属の直接接合性に及ぼすアンカー

効果  (a),(b)Al合 金表面のポーラ

スアルマイ ト皮膜″E樹脂接合界面,

(c)Al合金表面の DLAMP処理面と

(d)熱可塑性 CFRPと の接合界面 .D_ヽP処理面とA5052/CFRP接 合界面組織
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おわりに

本稿で紹介 した FSWに よ り形成 された異種材

料接合界面組織は,代表的な構造用材料の組み合

わせ に限定 したものであ り,多様な材料の異材接

合組み合わせ と接合部の微細構造,な らびに接合

継手の機械的および化学的特性などとの関係に対

する今後のさらなる研究が期待される
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