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オーステナイト系ステンレス鋼／純銅の異材レーザブレージングの検討＊
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Laser Brazing of Dissimilar Joint of Austenitic Stainless Steel and Pure Copper＊
by SUGA Tetsuo＊＊＊＊, ＊MURAI Yasuo＊＊, ＊KOBASHI Taizo＊＊, UENO Kunika＊＊＊,
SHINDO Minoru＊＊＊, KANNO Katsunori＊＊＊ and NAKATA Kazuhiro＊＊＊＊
In many industries, there are applications that require the joining of stainless steel and copper components; therefore, the welding of
dissimilar stainless steel/copper joints is a common process. For this investigation, the optimal brazing conditions and suitable filler metals for
laser brazing of stainless steel/copper lap joints were studied. Tensile shear force increases with increases in the laser spot diameter or in the
laser irradiation angle, which is associated with increased bonding width; however, as bonding width approaches 2 mm, tensile shear force
reaches a saturated value due to fracturing at the HAZ of the Cu base plate. In order to obtain joints with high tensile shear strength, laser
brazing was optimized by using Cu-Si-based filler metal under the following conditions: laser power: 4 kW; spot diameter: 3mm; laser
irradiation angle: 80 degrees; irradiation position shift: 0.6 mm; brazing speed: 0.30 m/min; and filler metal feed speed: 0.30 min. Concerning
filler metals, it was found that the Ni-Cu type showed relatively large tensile shear force even at high welding speeds in comparison with those
of the Cu-Si, Cu, Cu-Ni, Ni-Cu and Ni types, respectively.
Key Words: Stainless steel, Copper, Dissimilar material, Laser brazing , Brazing condition, Filler metal

た例や，アーク溶接で突合せ継手 6)やすみ肉継手 7)を実施し
1.

緒

言

た報告などがある．オーステナイト系ステンレス鋼と銅の
双方を溶かした場合には，ステンレス鋼中に銅が侵入する

銅は熱伝導率が高く熱交換器の配管などに使われてお

と割れが生じやすくなるため8)，割れ抑制の観点から溶込み

り，またステンレス鋼管は耐食性などの観点から一般的な

を厳密に制御する必要があり，溶接条件の設定が難しくな

配管として利用されてきている．このため，その異材継手

る．このため，母材を溶かさない固相接合法は有効であ

の需要は多方面にわたっており，またその施工法には主に

り，真空中での拡散接合や摩擦接合の検討もされている

1)

トーチろう付 などが用いられている．しかし，トーチろう

が，これらは継手に対する形状制約が厳しくなる．

付は材料間の熱伝導率の差から不均一加熱が原因の欠陥が

一方，近年レーザ発振器の開発が進み，ファイバーレー

発生しやすいため，高い施工技術を持つ熟練工が必要であ

ザなどの高出力レーザが出現し溶接分野での適用も広がっ

る．さらに熱源にガス炎を用いるため作業環境に十分な配

てきている．その中で半導体レーザは集光しにくく，エネ

慮が必要となり，換気が悪い場所などでは使用が困難とな

ルギー密度も比較的低いものの，大きい集光サイズにしや

る場合がある．また，ステンレス鋼の濡れ性を高めるため

すいことや波長も小さく材料へのレーザ吸収率も良いなど

にフラックスの塗布やその除去工程などが必要となり，煩

の特長がある．そのため，その特性を活かして自動車など

雑な作業になるという課題がある．

の分野でブレージングの用途で使われてきている．

銅とステンレス鋼の異材接合技術としては，他にもレー

そこで，本研究では比較的高能率で入熱の制御が容易な

ザ溶接（溶加材無し）で重ね継手2)や突合せ継手3−5)を検討し

半導体レーザを熱源として，割れなどの欠陥防止の観点か
ら，溶加材を使用するレーザブレージング法を用いて，オ
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ーステナイト系ステンレス鋼／銅の重ねすみ肉継手形成，
組織および強度特性に及ぼす施工条件および溶加材成分に
ついて検討した．なお，レーザブレージング法には予熱用
レーザと溶融用レーザの 2 つのレーザ熱源を用いるタンデ
ムレーザブレージングなどの研究事例9)があるが，本研究で
は単純なプロセスでの検討とし，レーザ熱源は 1 つとして
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イヤ送給装置を搭載し，溶加材は進行方向前方から供給し

いる．

た．シールドガスは，溶加材と同軸にアルゴンを 20 L/min
2.
2.1

実験方法

で供給した．Fig. 1 にレーザブレージング装置を示す．ま
た，①ステンレス鋼（上板）／銅（下板）と②銅（上板）／

供試材料

ステンレス鋼（下板）の 2 種類の継手を予備試験で比較し

供試板はオーステナイトステンレス鋼（SUS304：JIS G

た．その結果，②の方が①より溶落ちやすい傾向があり，

4305），板厚 1.0 mm および無酸素銅（C1020-H：JIS H

これは①の下板である銅に比べ②の下板であるステンレス

3100），板厚 1.5 mm の平板で平面サイズはいずれも 100 mm

鋼の板厚が小さく熱容量が小さいことやステンレス鋼が銅

幅×200 mm 長さのものを用いた．溶加材は Cu-Si 系，Cu

に比べ熱伝導が小さいためにブレージング部が加熱されや

系，Cu-Ni 系，Ni-Cu 系，Ni 系，ステンレス系（SUS）の 6

すいことに原因があると考えられた．このことから，本研

種類であり，いずれもワイヤ径は 1.2 mm である．Table 1

究では耐溶落ち性の観点から①の材料組み合わせの重ねす

に溶加材の種類を示す．なお，Ni 系，SUS 系はブレージン

み肉継手を採用した．

グ溶加材とはいえないが，最適溶加材の検討のため比較材

2.2

施工条件の検討として，まず一般的に使用されている
Cu-Si 系溶加材を用い，レーザ出力 4 kW，レーザスポット

料として用いている．
レーザブレージング法

レーザの種類は半導体レーザであり，最大出力 4 kW，波

径，照射レーザ角度，照射レーザの位置シフト，ブレージ
ング速度，溶加材送給速度を変えて試験を行った．Fig. 2 に
ブレージング条件のパラメータを，Table 2 にブレージング

長は 910, 940, 980 及び 1030 nm の 4 種類混合，プロセスフ

条件を示す．更に，Table 2 の結果を踏まえた上で最適条件

ァイバー径 1 mm である．6 軸ロボットにレーザトーチとワ

の検討を行った．Table 3 に選定されたブレージング条件を
示す．これらの条件は継手強度の向上を目的としており，

Table 1

Chemical composition of filler metal

それまでの試験から継手強度の改善が期待されるものを選
定している．
また，溶加材の検討としてレーザ出力 4 kW，レーザスポ

Fig. 2

Table 2

Fig. 1

Laser brazing apparatus

Brazing condition parameters

Brazing conditions for joint formation experiment
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引張せん断試験

ット径 1.8 mm，照射レーザ角度 80°
，照射レーザのシフト

2.3.3

0.6 mm の一定の条件で，融点などが異なる 6 種類の溶加材

継手強度の評価試験として，幅 20 mm の短冊形試験片を

に対して下板銅板において同等の溶込み深さとなるように

採取し n=3 で引張せん断試験を行った（Fig. 3）．試験速度

ブレージング速度を選定し，ブレージング試験を実施し

10 mm/min で行い，継手強度を評価するため，試験片幅

た．その際，溶加材送給速度はブレージング速度と同じ値

1 mm あたりのせん断力（N）で評価した．目標とする引張

とし，単位接合長あたりの溶着金属量はいずれの材料にお

せん断強度は，現在の既存技術である銀ろうによるトーチ

いても同じとなるようにした．Table 4 にそのブレージング

ろう付継手相当（せん断力：約 310 N/mm）とした．

条件を示す．
試験方法

2.3
2.3.1

浸透探傷試験

使用した供試材料の組合せにおいては，Cu-Fe および Cu-

2.3.4

硬さ試験

せん断試験における強度や破断位置に対する硬さ分布の
影響を調べるため，ブレーズ部横断面でマイクロビッカー
ス硬さ試験（JIS Z 2244）を行った．試験条件は試験荷重
0.9807 N，保持時間 15 s とした．

Ni は 2 元系状態図によると金属間化合物は生成しないた
め，脆い生成物に起因した割れの発生は考えにくい．しか
しながら，Fe の粒界に Cu が侵入し，微細な割れが発生す
るケースが想定されるため8)，ブレーズ部表面の割れの調査
として浸透探傷試験（JIS Z 2243-1）を行った．
2.3.2

マクロ試験

ブレーズ部形状や溶込み状態を確認するためブレーズ部

3.
3.1
3.1.1

結果および考察

施工条件の検討
施工条件の基礎検討

Fig. 4 (a)〜(e) に，継手引張せん断力に及ぼす照射レーザ
角度，スポット径，シフト，ブレージング速度，溶加材送

横断面のマクロ試験を行った．エッチングは行わず，観察

給速度の影響についてそれぞれ示す．Fig. 4 (a) および (b) に

は投影機を用いた．

示す通り，照射レーザ角度の増大，スポット径の増大によ
り引張せん断力は大きくなる傾向が得られている．照射レ

Table 3 Brazing conditions for optimization experiment

ーザ角度は垂直に近い方がレーザ吸収率は高く，溶込み易
くなり，その結果として引張せん断力が大きくなる傾向が
得 ら れ た と 考 え ら れ る ． Fig. 5 に ， ス ポ ッ ト 径 1.8 mm
（No.1）と 3.0 mm（No.4）の継手横断面マクロ組織を示
す．3.0 mm の方がブレーズ部の表面幅 および下板の銅に対
する接合幅がいずれも広くなっている．このことからスポ
ット径が大きいことにより溶融幅が大きくなった結果，引
張せん断力が大きくなったものと推測される．
Fig. 4 (c) に示すレーザ照射位置シフトに関しては，シフ
ト量の増加とともに引張せん断力が減少する傾向が認めら

Table 4 Brazing conditions for filler metals experiment

れる．シフトが小さいときは（ステンレス鋼側に寄ってい
る時），レーザビームがステンレス鋼側にも照射されてい
る．ステンレス鋼は銅に比べ，レーザ吸収率が高く（Fe：
約 35%，Cu：約 10%）10)，その結果として実効入熱が増加し
て溶込みやすくなるものと推測される．逆にシフト量が増
加するとステンレス鋼へのレーザ照射が少なくなり，引張
せん断力が低下する．しかし，さらにシフト量を大きくす
ると銅寄りにレーザが照射されるため銅への溶込みが改善
され，継手強度がやや改善したと思われる．
Fig. 4 (d) をみると，ブレージング速度に関わらず引張せ
ん断力は概ね一定の値となっている．ブレージング速度が
小さくなると入熱は大きくなる一方，一定の速度で溶加材
を送給しているため，単位接合長あたりの溶加材の送給量
は増える．大きくなった入熱で増大した溶加材を溶融し，
結果として，母材の溶込みが大きく変わらず，せん断力に
対する影響が一見無いような結果となったと推測する．Fig.

Fig. 3 Schematic diagram of tensile shear test specimen

4 (e) に示すように溶加材送給速度は減少すると引張せん断
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力は増加する傾向を示した．これはブレージング速度に対

る．しかしながら，継手破断位置は，低強度側では界面破

する溶加材送給量が減少して銅板への接合幅が大きくなる

断，高強度側では下板銅板の HAZ 破断となり，2 種類の破

ため継手強度が高くなったものと思われる．

断位置形態が確認された．界面破断は銅板とブレーズ金属

得られた施工条件試験結果を，下板銅板の接合幅と継手

の界面で破断していた．このため界面破断では，入熱が大

引張せん断力の関係でまとめると Fig. 6 のようになる．こ

きくなり接合幅が増加することで引張せん断力が大きくな

の結果をみると，ブレージング条件に関わらずブレーズ部

ると考えられる．一方で HAZ 破断している条件は銅板で破

の下板への接合幅が大きくなるとせん断力が大きくなる傾

断しているため接合幅と直接相関しないように思えるが，

向を示している．すなわち，銅（下板）が溶け易い条件で

実際は接合幅が大きくなるとせん断力が増加しており，そ

良好な溶込みが得られ，継手強度も高くなると考えられ

の理由は次のように考えられる．Fig. 7 に，HAZ 破断した

(a) Angle

(b) Spot size

(c) Shift

(d) Brazing speed

(e) Filler metal feed speed
Fig. 4

Results of tensile shear test to each parameter (Filler metal: Cu-Si, Laser power: 4kW)
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試験片外観を示すが，一定以上の継手強度がある試験片で
は銅板とステンレス鋼板が引張せん断試験の引張方向に一
直線となるように変形する．その過程においてブレーズ部
は引張方向とは別に回転方向のモーメントがかかるものと
考えられる．そして接合幅が大きくなる場合はそれに応じ
てモーメント力が働きにくくなり，引張方向だけの試験と
Fig. 5

Macrostructures of cross section of brazed joint, (a) No.1 (Spot
size 1.8mm) and No.4 (Spot size 3.0mm)

なり，引張せん断力が大きくなるものと考えられる．すな

Fig. 6

Relation between bonding width and tensile shear force in the
basic experiment

Fig. 7

Fig. 8

Appearance of tensile shear tested specimen fractured in HAZ of
Cu, (a) Schematic illustration showing fracture mode, (b) Side
view and (c) Top view

(a) Torch angle

(b) Shift

(c) Brazing speed

(d) Filler metal feed speed

Results of tensile shear test to each parameter in optimum condition experiment (Filler metal: Cu-Si, Laser power: 4kW, Beam spot size:
3.0mm constant)
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わち，接合幅が小さいとせん断試験の引張方向とは別にモ

0.2 mm ずつ 1.2 mm を測定した．測定結果をみると，横断

ーメント力が働くため強度が低くなると考えられる．宮崎

面方向は加工硬化材である銅母材の熱影響部（HAZ）での

11)

ら によればレーザ重ね溶接継手の引張せん断力について

軟化が確認され，母材部の硬さ約 90 HV に対し HAZ の硬

破断位置ごとに力学モデルについて検討した結果，接合幅

さは約 50 HV となっており，板厚方向は全て軟化していた

が小さい場合にはモーメント力の影響が大きいが，接合幅

（約 50 HV）．このことから，継手強度は熱影響により硬

の増加とともにモーメント力の影響が小さくなり，引張せ

さが低下した銅母材（C1020-O 相当）の引張強さによって

ん断力が増加する傾向を示していた．本研究の結果も同様

決まるものと考えられる．

の理由と考えられる．

以上の結果から，引張せん断強度は接合幅に依存し，接

なお，Fig. 6 には銀ろう（JIS：BAg-7）によるトーチろう

合幅が一定以上（約 2 mm）となる条件が最適条件であると

付（約 20 mm 幅を接合）の引張せん断力も併せて示してお

いえ，本研究でのレーザブレージングの最適条件として，

り，約 310 N/mm となっている．

溶加材 Cu-Si 系でレーザ出力 4 kW，スポット径：3.0 mm，

3.1.2

最適施工条件の検討

レーザ照射角度 80°，照射位置シフト 0.6 mm，ブレージン

継手の高強度化を達成するために接合幅の増大を意図
し，3.1.1 項の結果より，大きい焦点スポット径 3.0 mm でブ
レージング施工試験を実施した．その他の基本条件は，レ
ーザ出力 4 kW，照射レーザ角度 80°，照射レーザのシフト
0.6 mm，ブレージング速度 0.30 m/min 一定とした．引張せ

グ速度 0.30 m/min，溶加材送給速度 0.30 m/minの組合せが選
定された．
3.2
3.2.1

溶加材の検討
溶加材の種類の影響

ん断力に及ぼす各パラメータの影響を Fig. 8 に示す．焦点

浸透探傷試験の結果，SUS 系溶加材で微小な割れと思わ

スポット径 1.8 mm の場合（Fig. 3）と異なり，照射レーザ

れる指示模様が確認された．オーステナイト系ステンレス

角度（Fig. 8 (a)）およびシフト（Fig. 8 (b)）の値に関わらず

鋼中に銅が侵入すると粒界に割れが発生することがあるた

ほぼ一定の高い引張せん断強度を示した．また，溶加材送

め8)，ステンレス鋼ブレーズ金属部に溶融した銅が混入し，

給量（Fig. 8 (d)）についても送給量の減少とともに強度が
増加する傾向が見られたが，それほど顕著ではない．ま
た，ブレージング速度に関しては Fig. 3 (d) と異なり，ブレ
ージング速度が速くなると継手強度がやや低下している傾
向がみられる．これは，スポット径が大きくなりエネルギ
ー密度が下がっている状態で，さらにブレージング速度を
増加しているために，結果として接合幅が減少する条件に
なっていると考えられる．
Fig. 9 に，3.1.1 項と本項で得られた接合幅と引張せん断
力 の 関 係 を 併 せ て 示 す ． 接 合 幅 2 mm を 超 え る と 約
310 N/mm の引張せん断力となり，接合幅が増加してもそれ
以上の強度上昇は認められず，飽和する傾向にあった．Fig.
10 に，銅板熱影響部のビッカース硬さ試験の結果を示す．
銅板の板厚中央に沿ってブレーズ部横断面中央から 0.2 mm
ピッチで左右 7.4 mm ずつおよび接合界面から板厚方向に

Fig. 10

Fig. 9

Relation between bonding width and tensile shear force for the all
brazing conditions tested

Vickers hardness test results on Cu plate showing HAZ softening (No.19)

44

研究論文

菅他：オーステナイト系ステンレス鋼／純銅の異材レーザブレージングの検討

割れとなったものと考えられる．Fig. 11 に，各溶加材によ

応しており，このことから Cu の偏析箇所が不連続部にな

るブレーズ部横断面マクロ試験結果を示す．いずれの溶加

っていると推測される．Fig. 13 に，不連続部の破面を示

材においても母材溶融を制限したブレーズ部形状を呈し

す．破面は滑らかな形状を示しており，液相状態で割れた

た．SUS 系はブレーズ部断面に割れと思われる不連続部が

特徴を示している．このことから，不連続部は凝固時の高

観 察 さ れ た ． Fig. 12 に ， 割 れ 近 傍 の WDS 面 分 析 結 果

温割れであり，原因は低融点の Cu 液相の偏析と考えられ

（Fe，Cu）を示す．分析結果をみると SUS 系溶加材のベー

る．

スとなる Fe が疎になっている箇所で Cu が密になってお

Fig. 14 に，溶加材ごとの引張せん断試験結果とブレージ

り，不連続部近傍に Cu が偏析している箇所があることが

ング速度との関係を示す．ブレージング速度は，母材の溶

確認された．不連続部の場所や形状は Cu の偏析箇所に対

融を最低限にすることを目的とし，銅板への溶込み深さが

Fig. 11 Macrostructures of cross section of brazed joint for each filler metal (Laser power: 4.0 kW, Torch angle: 80°, Shift: 0.6 mm constant)

Fig. 12 WDS analysis of Fe and Cu element distributions on vicinity of discontinuity (cracking) appeared on the brazed metal surface (No.27)

Fig. 13 Fracture surface of discontinuity (cracking) (No.27)

Fig. 14

Results of tensile shear test of brazed joint to each filler metal
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0.3 mm（板厚の 20%）以下の条件としている．なお，SUS
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ると推測される．

系のせん断力は 241 N/mm であったが，ブレーズ部表面に

これらの本研究の結果より，継手強度と高能率施工の両

割れが観察されたため図中からは除外した．この結果よ

方の観点からみると Ni-Cu 系溶加材がオーステナイト系ス

り，Ni-Cu 系が最も高い強度を示した．また，ブレージン

テンレス鋼と銅の異材重ねレーザブレーシングに最も適し

グ速度を比較すると溶加材中の Ni の割合が大きいほど，高

て い る と い え る ． な お ， Ni-Cu 系 （ YNiCu-7） は Cu／

いブレージング速度となっており，Ni-Cu 系や Ni 系の方が

SUS304 異材溶接フランジ（すみ肉）継手をティグ溶接する

高能率での施工が可能であることが明らかになった．Ni の

場合にも適用されており，割れの無い健全な溶接部が確認

融点（1455℃）は Cu（1084℃）よりも高く，融点のみで考

されている2)．

えると Ni の方が溶け難いと判断され，結果とは逆の傾向と

3.2.2

接合界面における合金元素分布

なるため，溶加材融点の影響は小さいと考えられる．一

Fig. 16 に，Ni-Cu 系（No.16）ブレーズ金属と銅母材との

方，レーザ吸収率の観点では，Ni が約 25% であり，Cu の

接合界面の WDS 線分析結果を示す．ブレーズ金属は銅母

約 10% より高く 10)，Ni 系の方が溶け易くなると考えられ

材に比べ，Ni，Fe および Cr が相対的に多く，Cu が少ない

る．これらのことからレーザ吸収率がブレージング速度の

ことが分かる．母材の希釈率は約 20% であり，C1020 母材

増大に寄与していると思われる．Fig. 15 に接合幅と引張せ

が約 6%，SUS304 母材が約 14% の割合となっており，Ni は

ん断力の関係を示す．この結果をみると，溶加材の種類に

溶加材の主成分であるため当然多く存在し，Fe および Cr

かかわらず引張せん断力は接合幅の増加とともに増加する

は上板のステンレス鋼成分がブレーズ金属中に溶け込んだ

傾向を示した．なお，この一連の試験は，焦点スポット径

ため，銅母材より増加している．Cu と Fe が溶融すると割

1.8 mm で実施されているが，3.1.2 項と同様にスポット径

れが懸念されるが，この場合は Cu 中に少量の Fe が含まれ

3.0 mm を用い，一定の接合幅が得られる条件下で SUS 系を

る成分となるため，3.2.1 項で示したような割れは発生しな

除くいずれの溶加材でも引張せん断力は約 310 N/mm とな

いと考えられる．Cu は母材が純銅系であるためブレーズ金
属の方が少ない．また，接合界面に注目すると各成分がブ
レーズ金属の成分から銅母材成分に，狭い距離で単調に遷
移していることから，接合界面には相互拡散層が形成され
ていると考えられる．なお，Cu-Si 系，Cu 系，Ni-Cu 系お
よび Ni 系でも同様の接合界面になっていた．
4.

結

言

本研究ではオーステナイト系ステンレス鋼と銅の重ねす
み肉レーザブレージング継手特性に及ぼす施工条件と溶加
材の影響について検討し，以下の知見を得た．
（1）下 板 銅 板 ， 上 板 オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ン レ ス 鋼
SUS304 の重ねすみ肉継手において，施工条件として
Fig. 15

Relation between bonding width on Cu plate and tensile shear
force（Power: 4.0 kW, Spot size :1.8 mm, Torch angle: 80°,
Shift: 0.6 mm）

Fig. 16

照射レーザ角度，スポット径，照射位置シフト，ブレ
ージング速度，溶加材送給速度の影響を検討した結

Composition distribution of Ni, Cu, Fe and Cr at the joint bonding line (Ni-Cu type filler metal)
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果，本研究の範囲では，レーザビームのスポット径お
よび照射角度の増加とともに下板銅板の接合幅が増大

2)

し，それに伴い継手引張せん断力が増加する傾向が認
められた．接合幅が約 2 mm 以上では下板銅板の熱影

3)

響部破断を呈し，継手引張せん断力はほぼ一定値に飽
和した．接合幅がこれ以下でも一定の継手強度までは

4)

熱影響部破断となるが，接合幅が 1 mm 未満程度では
銅板とブレーズ金属との接合界面破断であった．
（2）最も高い継手引張せん断強度を得るために，Cu-Si 系

5)

溶加材を用いて最適化したレーザブレージング条件と
して，レーザ出力 4 kW，スポット径 3.0 mm，レーザ
照射角度 80°，照射位置シフト 0.6 mm，ブレージング

6)

速度 0.30 m/min，溶加材送給速度 0.30 m/min の組合せ
が選定され，従来技術である銀ろうによるトーチろう
付と同等の継手強度が得られることが確認された．

7)

（3）溶加材として検討した Cu 系，Cu-Si 系，Cu-Ni 系，
Ni-Cu 系および Ni 系溶加材の中では継手強度の観点

8)

からは，Cu-Si 系と Ni-Cu 系が比較的高い強度が得ら
れた．また，Ni-Cu 系と Ni 系の溶加材が比較的高い
ブレージング速度で施工可能であった．したがって，

9)

継手強度と施工能率の 2 つの観点からは Ni-Cu 系溶加
材が最良と判断された．なお，SUS 系溶加材は，比較
的高いせん断力が得られるが銅混入に起因する割れの

10)

問題があった．
11)
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