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司コ緒  言

近年,材料技術の研究開発において「マルチマテリア

ル化Jが主要技術として進められている1. このマルチマ

テリアル化は,「迫材適所に材本|を 使うJと いうことにあ

り,例 えば,自 動車を一例とすると,屋根にGFRP,フ レー

ムにアルミユウム合金.強度支持部に鉄鋼材料を使用す

るように,一つの構造体に対して部位別に必要特性を明

らかにした上で,そ の必要特性に優れた材料を適用する

方法である
2. このように,マ ルチマテリアル化では、最

終的な構造体の要求機能を十分に確保できる最良の手法

であると考えられるが,様 々な材料を使用 して組み立て

るために,組立における接合技術が課題となる31

接合技術は,一般的に溶接 (MIG.TlG,レ ーザ).溶

射 (プ ラズマ溶射),日 相接合 (拡散接合,摩擦撹拌接合 )

化学接合 (接着剤),機 llk接合 (リ ベット).摩擦1姜 合 (ボ

ル ト締結)物 理接合 (爆着)等が挙げられる 各接合技

術には,そ れぞれ長所および短所があ り.被接合構造 ,

被接合材.強 度伝達の有無によって使い分けられ,接着

斉Jの 適用は極めて汎用的で簡便であるが,接着強度等の

問題から懸念される場合もある そのため,接合技術は,
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構造体が使われる環境,製造及びメンテナンスのしやす

さ,工作工程数, コス トに応 じて検討されるのが一般的

である

近年,輸送機器の省エネルギー化,C02排出ガスのさ

らなる低減化に対 して様々な取 り組みが行われてお り,

自動車のEV化,鉄道車両のハイブリッド化などが挙げら

れる このような取 り組みにおいて,輸送機器のさらな

る軽量化が強 く望まれてきてお り,金属材料のマルチマ

テリアル化の一つの方法として,ア ルミニウム合金とマ

グネシウム合金 との適用が考えられている 特にマグネ

シウム合金は実用金属材料の中でも最 も比強度が高い金

属材料であることか ら,ア ルミニウム合金 とのマルチマ

テリアル化は今後の鉄道車両の軽量化に対する一資とな

ると考えられる しかし,ア ルミニウム合金とマグネシ

ウム合金との接合について検討された例は極めて少ない

本稿では,ア ルミニウム合金及びマグネシウム合金の

異種材接合について状況を示 した.ま た,著者 らで進め

てきたアルミニウム合金 とマグネシウム合金 との接合の

結果について簡単に紹介 した

⊇慟 アルミニウム合金とマグネシウム含金

の接合の考え方

アル ミニウム合金 とマグネシウム合金はともに実用合

金として軽量であるのが特徴的であ り,今後の輸送機器

の軽量化の展望に,そ れらの接合材が極めて有望である

と考えられる しか し,輸送機器等の構造 としての適用

において,そ れらの溶接・接合は重要な課題であ り,特
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に鉄道車両の構体は主に溶接構造であることから.ア ル

ミニウム合金とマグネシウム合金の接合が重要な技術の

一つになる 入熱の大 きなアーク溶接等の溶融溶接では.

両合金の溶接が可能に思われるが,凝 固割れ等の発生が

顕著であ り,困難である また.摩擦撹拌接合でも,時
効性アルミニウム合金のプロセス領域は広いが,マ グネ

シウム合金のプロセス領域が狭いために摩擦撹拌接合も

難 しい状況である これらについて,著 者の一人は,ボ
ル ト締結及び化学接合 (接着剤)を 除 く,ア ル ミニウム

とマグネシウムとの接合において,物性の差.伝熱及び

熱に伴う固溶状態の影響が大きいことを述べている・ 5'

表 1に マグネシウ′、とアル ミニウムとの物性 を示す

アルミニウムとマグネシウムとでは,融点,比熱,熱膨

張率がほぼ同じであるが,沸点,表面張力.熱容量,熱
伝導,電気抵抗,弾性率に差が認められ・ アーク溶接で

は凝固害Jれ ,摩擦撹拌接合では,溝状欠陥等の発生原 l・d

につながると考えられる

また,両金属が混合 したときの円溶状態に関する影響

については,2元 系状態図か らの検討が有効 である

Al― Mgの 2元系状態図を図 1に 示す
5.61 ァル ミニウムに

少:量 のマグネシウム,マ グネシウムに少量のアルミニウ

ムが添加される場合には日溶体幅が広いために互いに日

溶 して健全な溶接が HT能 になる しかし,異種材接合に
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おいては添加量が多 くなるため,状態図の中間組成あた

りに認められる金属間化合物が発生する この金属間化

合物は脆いために,接 合強度に強 く影響を及ぼすように

なる 特にアル ミニウノ、合金とマグネシウム合金との接

合では金属間化合物の発生をなるべ く避けるような方法

や条件を見出す必要があると考えられる

3. アルミニウム含金とマグネシウム合金
との接合の先行研究

アルミニウム合金とマグネシウム合金との接合につい

て調べた結果,実施,1は 少ないが,基礎研究の段階であ

るが,摩擦 l■ 接,摩擦撹拌点接合,拡散接合,摩擦撹拌

接合についての報告がなされている

諸住 らは1050ア ルミニウムとAZ31と の摩擦圧接羽の

界面の特徴を考察 し,摩擦圧接面に生成するAl12Mg,相 .

A13Mg2相 の存在が接合強さに強 く影響を及ぼすことを示

してお り,生成1亨 の厚みが薄いほど強度は高 くなること

を示 しているFI これは,界面に生成する金属間化合物が

脆 く,厚みが大きいほど応力集中源となりやすいために,

破壊が発41し やす くなって接合強度が低 下したと考えら

れる 鈴木らは,マ グネシウム合全とアル ミニウム合
/TW

との重ね摩擦撹拌点接合を行ない,接 合界面に金属問化

合物の形成を認めていることから,重 ね摩擦撹拌点接合

においても界 白iに 脆化層の生成が発生することを確認 し

ている｀

また 渋谷らは,AZ31と A7075の 接合に中間材として

Zn箔 を用いた場合の液相拡散接合を検討 し,接合界面に

Mg AIZn系 の金属間化合物の生成を認め,生成層の厚み

が少ないほど高い接合強度を与えることを示した'
一方,渥美 らは,A6N01と AZ31と の摩擦撹拌接合に

おけるll本1配置方法を検討 して,塑性流動がスムーズに

なることにより金属問化合物の析出軍:が少なくなり,接
合強度及び伸びが1曽加することを示しているm

これらから,化学接合やボル ト締結を除 く.ア ルミニ

ウ′、合金 とマグネシウム合金 との接合においては,摩擦

等の入熱による金属間化合物の/li成 ,生成 した金属間化

合物の種類や厚みが接合強度等に強 く影響を及ぼす事な

どが特徴 として挙げられる 中田は,ア ルミニウム合金

とマグネシウム合金との接合において,溶融溶接では共

晶反応により生成する脆い金属間化合物β相 (Al12Mgr相 )

が原因となって 1分 に高い接合強度が得られないことを

述べてお り,ま た,摩擦撹拌接合では,接 合条件の最適

化によって接合は日]能 であるが,金属問化合物の形成を

完全に防止するのは難しいと述べている1112

このように,ア ルミニウム合金とマグネシウム合金 と

の接合においては,金属問化合物 と接合プロセス条件と

の関係を 卜分に調べる必要がある131

45 アルミニウム含金とマグネシウム含金
との接合の検言寸事例

本節では,ア ルミニウム合金とマグネシウム合金,特に,

マグネシウ′、合金にカルシウムを添加 して難燃化 した,
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A―Mgの 2元系状態図90

表 1 マグネシウムとアルミニウムとの物性°

物性値 単位 マグネシウム アルミニウム

密度 (20℃ ) Mg/m3
占

い ℃

沸点 ℃

表面張力 mN/m 559

比熱 (20℃ ) J/1cg・ K 1022

熱容量 (20℃ ) JIIn3.K 1778

熱膨張率 106/K

熱伝導率 (20℃ ) W/m・ K

電気抵抗率 (20℃ ) 108Ω ・m 267

ヤング率 GPa

J:l x j' ::l x
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図2 TG溶接によるA6NO]/AZ× 611接合材の概観観察結果

図3 アルミニウム合金と難燃性マグネシウム合金とのTG
溶接材の断面マクロ観察

難燃性マグネシウム合金について,ア ーク溶接,摩擦撹

拌接合により接合した検討事例を紹介する

4.1 アーク溶接による異種材接合

図 2に Al‐ Mg Si合 金 (A6N01)と Mg AIZn Ca合 金

(AZX611)について TIG溶接で接合 した事例を示す こ

の溶接にあた り,溶加棒,温度分布,溶接方法について

基礎的な検討を行い,溶接害」れ防止の観点から,マ グネ

シウム合金の溶加棒の適用は不適であること,溶接時に

は温度勾配を設けた方がよいこと, オフセット溶接が適

することを見出している これ らの事前検討に基づ き,

4000系 アル ミニウム合金の溶加棒の使用.被溶接 1/1定板

に水冷
「

1定冶具を設けて被溶接材を冷却,溶接入熱をアル

ミニウム合金側にオフセットして,TIG溶接を行なった

溶接金属の上端部には,黒 い酸化物がスマ ットとして

認められるが,溶接金属は正常に形成されてお り,外観

Lで は凝口割れ等 も認められず,健全な溶接継手が得 ら

れた 図 3に 当該溶接材の /11面 マクロ組織を示す マグ

ネシウム合金側の溶融を抑制するためにアルミユウム合

金似1で オフセット溶接 しているため.溶接金属の中心が

アルミニウム合金側にあ り,ま たマグネシウム合金側の

開先面の形状が維持 されていることか ら,マ グネシウム

合金側の溶融が抑市1さ れたことが分かる

さらに水冷冶具 と溶接入熱の低減により,開 先ルー ト

部の溶け込みは不 1分 となっているが,溶扁1金属がルー

ト部から裏当て金の溝部分に十分に濡れ広がって,継手

裏面は一種のろう接状態になっていた また溶接金属内

に黒い点状のブローホールと思われる空洞が若 11認 めら

れるが,割 れ等の発生は見られていない Ⅸ14に 溶接金

属及び溶接金属IA6N01側 のミクロ組織を示 した 溶1妾 金

属内には 5μm～ 50μ lnの塊状及び棒状の晶出物がランダ

(8)溶接金属部

(b)溶接ビー ド/A6N01界 面

図4 溶接金属及び溶接金属/A6NO]界 面のミクロ組織状況

ムに認められた また,界 面から 150μ ln以 内の範囲では,

このような1早 l出 物を認めていないが,溶接金属部に凝 l■l

組織の成長が認められ,特 に異常な状態ではないことを

確認 している このようにアルミニウム側では複雑な組

織様相 を示 していないが、AZX611側 ではきわめて複雑

な組織様本Hを 示 していた 特 に溶接金属 {11に 溶接棒

4000系 アルミニウム合金成分)と AZX611母 相の間に反

応相のような中間層 とそれへの析 |liが 認められた 中間

層には条件によって結謂I粒組織や凝に1組織が認められ,

また析出物の大 きさも条件に影響を受けていることがわ

かった

継手引張試験 の結果,破壊 は AZX611側 の熱影響部

(HAZ部 )か ら発生 してお り.接 合継手効率は,難燃性

マグネシウム合金を基準とした際に75%程度を得ている

AZX611側 のHAZ部 の硬さはA6N01側 のHAZ部 の使さ

よりも約 10 Ⅱv程度低いことか ら,今 可.AZX611側 の

HAZ部から破断した理由カリ曜解できる

以上のように外観上において特に1サ材の反 りや害」れな

溶接学会誌 第 89巻 (2020)第 7号



図5 異なるツール回転速度及び送り速度で摩擦撹拌接合した材料の接合部の外観状況

どの発生は認められず,裏而にまで適切に溶接金属が形

成されてお り,マ クロ観察上においても特に欠陥等の発

生はなかった 溶加棒の選定,冷却の制御,及びオフセッ

ト溶接を適用することにより,一種のアークろう接的で

はあるが.ア ル ミユウム合金と難燃性マグネシウヱ、合全

の異種材溶接が健全に行われたと判断できる

4.2 摩擦撹拌接合による異種材接合

次に,ア ーク溶接に比べて入熱の低い摩擦撹拌接合で

AI Mg Si合 金 (A6N01)と Mg― Al― Zn Ca合 金 I AZX6111

とを接合した事例を図 5に示す 図中の RS側が A6N01.

AS側 が AZX611で ある 図 5では,ツ ールの回転速度(R)

を800.1000,1200rpln,ツ ールの送 り速度を 100.200.

300 mml′minと して接合 した外観を示している いずれの

条件でも外観 上では割れの発生は認め られなかったが ,

接合時のバリの発生が顕著に認められるようである こ

のバリは, ツール回転速度及びツール送 り速度の1曽 加に

つれて顕考に変化 してお り,ア ル ミニウム合金と難燃性

マグネシウム合金 との弾性率差,歪差.熱伝導率の影

響によるものと推定 される 透過 X線検査,断面マ ク

ロ観察を行った結果,回転数 (送 り速度)が 1000 rpnl

(10mm/min).1200rpm(2001nnllmin)の 条件で接 合

した以外では,接介部に欠陥の発生を認めた 欠陥はAS
側 (AZX611)に 多 く認め られたが,RS側 で も認め ら

れるようになり,欠 陥発生に材質の規員1性 は認められな

かった

図 6に 日1転 数 (送 り速度)が 800 rpnl(100 mnl■ nin).

1000rpm(100 mmlmin,1200 rpnl(200mmlnnin)の 接

合部の ミクロ観察結果を示す 接合界面はツールの回転

によって両方の金属が入 り込んだ,極めて複雑な形状を

示 していた 図 5の 1000rpm(1001nm1lnin).1200rpm

(200mmlmin)に はX線検査等によるマクロ欠陥の発生

は認められなかった しか し, ミクロ組織 レベルで拡大

観察を行うと,図 6(b)及 び (c)に 示すような微小な空洞

欠陥が認められ,欠 陥は接合線に沿って発生 しているこ

とが分かった これらのことか ら.摩擦撹拌接合におけ

る異種材接合は,条件選定等 も含めて検言」すべ き課題は

多いと考えられる

(a)R=800rpm,7=]00mm/m∩

(c)R=1200「 pm./=200 mm/mn

図6 接合部のミクロ組織観察結果

(b)R=1000「pm、 /=100 mm/m∩

5D 実用の検証

高速鉄道車両のさらなる高速化に対
‐
し,車体重量の軽

減と振動・騒音の抑制が強 く望まれている そこで,現
状よりもさらに軽量の実用車両構造を開発するに当たり,

同1性必要部にアル ミユウム合金,強 度必要部に難燃性マ

グネシウム合金を適用 した,ア ルミニウム合金と難燃性

マグネシウム合金のハイブリッド構造が有望であると考

えられる11.15 
鉄道車車両は,強度及び剛性の点から,ア ル

ミニウム合金製中空‖|1出 7形 材 (ダ ブルスキ ン部材 )の

溶接接合教室―特論編― 森ほか :ア ルミニウム合金とマグネシウ′、命令との異種イJ接 合
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図フ 難燃性 ll lg合 金 (AZ×6]1)/A6N01の 中空押出形
材同士の丁Gアーク溶接後の表面

MIG溶接及び摩擦撹拌接
/iに より組み立てられている

そこで,実用の一例 としてアルミニウヱ、合金中空押出形

材 と難 ll・ 性マグネシウム合金製中空押出形 lNlを TIG溶接

にて溶接 した結果を図 7に 示す 隊|に 示すように,溶接

金属部に割れが認められた 試験的に,4000系 アル ミニ

ウム溶tll棒 .5000系 アルミニウム溶加棒,難燃性マグネ

シウム合金 AZX6111容加棒の使用.車 両製造で適用され

ているTIC溶 接条件で溶接 したが,いかなる条件におい

ても割れが認められ,健全な溶接体を現時点で得ること

が困難であった

また,摩擦撹拌接合においても,溝状欠陥が発生 し
,

十分な接合体を得ることが難 しかった この原因として,

中空押出形材の継手では,中 空形材の内部で熱がこもり,

溶接時の入熱が材料内に蓄熱 し,そ れが金属問化合物の

生成を促進して,害|れ の発生に顕著に影響を及ぼしたの

ではないかと考えている 現在のところ・ アル ミニウム

合金と難燃性マグネシウム合金との異種接合については,

接 i」 剤やボル ト締結に頼るしかない状態であるが。今後 ,

継手溶け込み状態の検討も重視 しなが ら,新たな溶接プ

ロセス技術の探索を行う他に,ア ーク溶接や摩擦撹拌接

合の適用についても工夫を凝らすなどの展 FIUを 考えてい

く予定である

6.ま と め

本稿では.ア ルミニウム合金及びマグネシウム合金の

異種材接合について状況を示 した また,蓄者 らで進め

てきたアルミニウム合金とマグネシウム合金との接合の

結果について簡単に紹介した

(1)ア ル ミニウム合金とマグネシウム合金との異種材

接合については,物性左,互いの口溶の状態により、

接合は難しいことが推定される

(2)実際の先行研究ではl■ 接,摩擦撹拌接合,撹拌接合

503

で検討されているが,いずれも金属間化合物の生成

が接合強度に強く影響を及ぼしている

(3)今 回,摩擦撹拌接合によりA6N01と AZX611の 溶

接を行ったが,接合部のミクロ欠陥の発生が認めら

れてお り,回転数や送 り速度が限定される

(4)一 般的なTIG溶接では割れが発生するが,溶加棒

の適切な選定,被溶接材の冷却,オ フセット溶接を

行えば,溶接口J能性が1曽す

(5)実用溶接の検討の一つとして,ア ルミニウム合金 |11

空押出材と難燃性マグネシウム合金押出材との TIG

溶接を行ったが,溶加棒,条件を検討 しても,割れ

の発生が認められ,中空押出形材の継手では,中空

形材の内部で熱がこもり,溶接時の入熱が材料内に

蓄熱し,そ れが金属間化合物の生成を促進して,害 |

れの発生に顕著に影響を及ぼしたのではないかと

考えられる

現在のところ,ア ルミユウム合金 とマグネシウム合金

との異種材接合について,信頼性の高い手法 としては,

接着剤あるいはボル ト締結が推奨できるが。今後,爆着
161

などの溶接プロセス技術の探索を行 う他に,ア ーク溶接

や摩擦撹拌接合の適用についても工夫を凝 らすなどの展

開を考えていく予定である
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