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要旨 

電子デバイス等の工業製品の小型化・高度化に伴い，信頼性が高い異種材料の微細接合に対する要求が高まっている．しか

し，レーザや FSW による接合技術では，接合強度の低下や適用可能材料の制限等が問題となっている．そこで本研究では，

レーザによる局所温度制御と工具による機械的な攪拌を複合することで，傾斜組成を有する高強度かつ高信頼な接合技術を

開発する．試作機により加工原理を検証したところ，良好な接合部が得られた． 

                     

1. 緒 言  

IoT 技術の普及に伴い，様々な工業製品に電子デバイスが組み

込まれるようになった．超スマート社会実現に向け，電子デバイ

スにはさらなる小型・軽量化，省エネルギー化，高い信頼性が要

求されており，半導体やセンサの高集積化，高密度実装が不可欠

となっている．これに伴い，超薄板異種材料の微細接合技術の確

立が強く求められている(1) ． 

従来の接合技術として，レーザ溶接や摩擦攪拌接合(FSW)等が

ある．しかし，加工による結晶粒の粗大化や金属間化合物の生成

に伴う結合強度の低下，加工可能な材料に制限がある．また，熱

影響層の幅が大きく，微細化が困難な場合がある．  

そこで，本研究では，熱影響層や金属間化合物の生成を抑制し

た，新たな異種材料の微細接合技術の確立を目指す．そのために，

レーザによる局所温度制御しながら材料を攪拌凝固させる新た

な加工法を提案する．本報では，試作した加工装置を用いて提案

手法の加工原理の検証を行い，既存の接合技術に対する有用性を

示す．  

          

2. 提案する接合技術「SPLASH」について 

本研究で開発する新たな加工法を，「Stir Process by Laser 

Heating: SPLASH」と名付けた．SPLASH の加工原理を図 1 に

示す．レーザ加熱により材料を溶融させ，その直後にレーザ照射

部を工具で攪拌しながら冷却・凝固させる加工法である．攪拌凝

固させることで，半凝固状態(2)を経るため，結晶粒が細かく，空

孔などの材料欠陥を抑制した高強度接合が期待できる．また，機

械的に攪拌するため，接合界面をなくし，接合部の材料組成を傾

斜させられると考えられる． 

上記の特徴を有するため，既存のレーザ加工や FSW と比べて

以下のような優位性がある．  

1) 溶接欠陥や結晶粒の粗大化を防ぐ． 

2) 接合界面を消失させ，傾斜機能を付与することができる． 

3) 摩擦力が低減できるため，小さな攪拌力で加工可能 

4) 加工反力が小さいため，強固なワーク保持が不要 

3. 加工装置の試作 

SPLASH の加工原理を検証するため，図 2 に示す加工機を設

計・試作した． 図示したように，ワークは 1 軸自動ステージ（Y

軸）上面にジグを用いて固定してある．レーザユニットとスピン

ドルは 2 軸自動ステージ（X・Z軸）上に固定されており，ZX 平

面上を移動できる．レーザユニットとスピンドルは一つのテーブ

ル上に固定されており，その相対位置は変化しない． 

レーザ径と工具とレーザ照射点の距離を精密に調整するため，

レーザユニットは手動 2 軸ステージ（X・Z 軸）を介して固定し

てある．また，工具との干渉を避け，材料で反射した光によって

レーザユニットの破壊を防ぐため，加工対象物に対して 45°傾け

て固定した． 

4. 実験方法及び結果 

4.1 実験方法 

図 2 に示した装置を用いて実加工実験を行った．実験条件を表

1，レーザ照射条件を表 2 に示す． 

 Table 1  Experimental conditions  

  

Tab.2 Laser parameter 

Fig.1 Stir process by laser heating (SPLASH) 

 

Tool type  Carbide end mill 

Tool diameter(mm) 1 

Rotational speed(rpm) 2000 

Direction of rotation Counterclockwise rotation 

Laser type YAG 

Wavelength(nm) 1064 

Oscillation mode Pulse 

 

No. 1 2 3 4 5 

Peak power (W) 800 800 800 700 900 

Pulse duration (ms) 1 1.3 1.6 1.2 0.9 

Pulse frequency (1/s) 30 25 20 30 30 

Feed rate (mm/s) 7.2 6 4.8 7.2 7.2 

 

Fig. 2 Experimental setup for SPLASH 
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レーザの照射条件は，オーバラップ率（レーザスポットの重な

り率）が 99.8 %，平均出力が 25 W となるように，表 2 に示す 5

通りに設定した．  

 

4.2 実験結果および考察 

まず，SUS304（厚さ 0.8 mm）の材料表面を①レーザ，②エン

ドミルによる切削，③SPLASH により加工し，その加工部表面に

生じる差異を検討する．図 3 に，非接触粗さ測定器による表面形

状の観察結果を示す．  

図 3 から分かるように，エンドミル加工では，材料を 30 μm ほ

ど削っていることが観測できた．レーザ加工では金属の盛り上が

りや不均一な加工部となっている．一方，SPLASH ではエンドミ

ルで切削することなく，攪拌により表面の盛り上がりを抑えられ

ていることが分かる．このことから，溶融部分を攪拌できていた

と判断した．  

次に，レーザのピークパワーを一定（800 W）とした場合につ

いて，パルス周波数が表面形状へ及ぼす影響を検討する．図 4に，

パルス周波数を 3通りに変えたときの表面形状を示す．図中のNo.

は，表 2 の実験番号と対応している． 

パルス周波数が 25，20 s-1 の条件では材料を削ってしまった．

パルス周波数が低くなると，レーザを照射していない時間が長く

なるため，材料表面温度が再凝固温度よりも低くなり，凝固した

表面を単に切削してしまったためだと考えられる． 

さらに，周波数を一定（30 s-1）として，ピークパワーが表面形

状へ及ぼす影響を検討した．図 5 にピークパワーを 3 通りに変え

た場合の表面の観察結果を示す．ピークパワーを高くすることで，

溶融部分を切削することなく攪拌できたことが分かる．  

最後に， SUS304（厚さ 0.1 mm）同士の重ね合わせ接合を，

レーザ加工とSPLASHでそれぞれ行った．レーザの照射条件は，

表 2 に示す No. 5 とした． 図 6 にそれぞれの加工部の外観と加

工表面を光学顕微鏡で観察した結果を示す．図示したように，

SPLASH ではレーザ加工とは異なる加工痕となっており，攪拌し

たような痕跡が見られた．しかし，レーザ加工に比べて加工部が

不均一にみられる．これを改善するためには，攪拌条件や送り速

度が SPLASH による接合加工に及ぼす影響を詳細に検討する必

要がある． 

 

5. 結論 

 本研究では，傾斜機能を有する高強度かつ高信頼性接合技術の

開発のために，レーザによる局所温度制御と工具による攪拌を複

合した新たな加工法の提案し，その加工原理を検証した． 

SPLASH ではレーザ加工で生じる材料の盛り上がりを抑える

ことができる．一方，加工条件によっては材料を削ってしまうこ

とが分かった． 

SPLASH 加工による薄板の重ね合わせ接合を実現できた． 

今後の課題としては，加工条件の最適化や同種材料や異種材料

の接合における接合強度や金属間化合物層の評価などが必要と

なる． 

 

本研究での登壇者の貢献 

登壇者が主体となって遂行した事項を以下に示す． 

●接合技術に関する先行研究調査と研究計画決定 

●試作加工機の仕様，機械要素の選定，FEM を用いた部品設計，

組み立て，MATLAB を用いた制御系の設計・実装 

●実験及び得られたデータに対する考察 
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Fig.4 Influence of laser frequency on processed surface 
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Fig.5 Influence of laser peak power on processed surface 
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Fig.3 Comparison of surface processed by different process 

processing 
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Fig.6 Processed surface：(a) Laser (b) SPLASH 
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