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摩擦攪拌接合法による純チタンと AZ31 マグネシウム合金との接合性
青沼

昌幸 * ・津村

卓也 ** ・中田

一博 **

Journal of Japan Institute of Light Metals, Vol. 57, No. 3（2007）, pp. 112–118

Weldability of pure titanium and AZ31 magnesium alloy by friction stir welding
Masayuki AONUMA*, Takuya TSUMURA** and Kazuhiro NAKATA**
Pure titanium and AZ31B magnesium alloy sheets were butt joined by friction stir welding method（FSW）with different joining parameters by tool rotating speed and changing probe position from the joint interface. Al-rich titanium layer
with under 2 m m in thickness was formed at a joint interface in pure titanium side in the following FSW conditions
（travel speed: 300 mm/min, tool rotating speed: 1500 rpm , probe position: 1.2 mm into titanium）. Near the joint interface,
the grain of titanium was deformed by both heat effect and stirring force , and vickers hardness of titanium increased to
200 HV 0.05 in comparison with base metal hardness 150 HV 0.05 because of work hardening. However AZ31B showed no
obvious hardness change. Tensile strength of the joint increased with changing the prove position into the titanium side
and the maximum strength 156 MPa was obtained at probe position of 1.2 mm into titanium side. Fracture occurred in the
stir zone of AZ31B.
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1．緒

言

近年，構造材料の軽量化を目的として自動車，航空機など
の材料置換が検討され，従来の鉄鋼およびアルミニウム合金
に代わる材料として，チタン合金およびマグネシウム合金に
代表される軽量高強度金属材料の実用化が進んでいる。AZ31,
AZ91 などに代表されるマグネシウム合金は比強度に優れ，ま
たチタン合金は比強度および耐食性に優れることから，マグ
ネシウム合金とチタン合金の異材接合構造が可能となれば軽
量化に対する利点となる。しかしこれらを溶融接合法によっ
て接合する場合，チタン合金の融点がマグネシウム合金の沸
点以上であることや，溶融部が二相分離することなどから溶
接ビードが形成されず接合が困難である。そのため，チタン
合金とマグネシウム合金との接合に関する研究は抵抗溶接法
や摩擦圧接法によるもの 1）,2）が報告されている程度で，詳細
な報告がほとんど見られないのが現状である。
摩擦攪拌接合法は高速回転する接合ツールを被接合材の突
合せ部に押し当て，ツール先端のプローブを挿入することに
よる摩擦熱での温度上昇と，プローブによる被接合金属の塑
性流動による攪拌作用によって接合する方法である 3）。現状
では接合プローブの強度の関係上，主にアルミニウム合金お
よびマグネシウム合金などの塑性変形能の優れた軽合金に適
用されているが 4），チタン合金や鉄鋼材料についても適用が
検討されている 5）,6）。またこの接合法は溶融凝固過程を伴わ
ないことから，これまで溶融接合法では困難とされていた異

種金属材料接合への適用が検討されている 7）。本研究では摩
擦攪拌接合法（FSW）を用いて比強度に優れた材料である工
業用純チタンと AZ31B マグネシウム合金とを接合して，組
織，硬さおよび静的強度を評価し，接合性について考察を
行った。

2．実 験 方 法
2. 1 接合方法
供試材には JIS2 種の市販工業用純チタン（以下 Ti と表記）
圧延材および AZ31B マグネシウム合金押出材（以下 AZ31B
と表記）を用いた。Table 1 に供試材の化学組成および機械
的性質を，そして Fig. 1 に FSW による突合せ接合の模式図
を示す。また，Table 2 に接合条件を示す。接合ツールは
SKD61 製とし，ショルダ径 15 mm，プローブ径 4 mm の M ね
じ付プローブを用いた。供試材の板厚は AZ31B を 2.5 mm と
し，同じ厚さの Ti を突合せて接合を行った。接合ツールの
プローブ長は板厚よりも 0.1 mm 短い 2.4 mm とした。開先は
機械加工により平滑に研削し，接合前にアセトン脱脂を行っ
た。渡辺ら 8）,9）および福本ら 10）は鉄鋼とアルミニウム合金
の固相接合において，鉄鋼側へのプローブの押込み量を制御
することによって，プローブの摩滅を避けつつ，健全な突合
せ継手の作製が可能となることを報告している。本研究では
Ti の攪拌による接合プローブの折損および摩滅を避けるた
め，突合せ面とプローブの外周が接する状態でのプローブ位
置を 0 と定義し，Ti 側を  としてプローブ位置を変化させ
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Table 1 Chemical composition and mechanical properties
of base metals
Chemical composition, mass%

AZ31B

Tool size

Al

Zn

Mn

Fe

Si

Mg

3.00

0.88

0.58

0.018

0.015

Bal.

Tensile
strength

Elongation

Vickers
hardness

239 MPa

13%

53 HV

Chemical composition, mass%

Pure Ti

Table 2 Friction stir welding conditions
Shoulder diameter, mm
Probe diameter, mm
Probe length, mm

Tool rotation speed, rpm
Travel speed, mm/min
Tool loading force, kN
Weld length, mm

15
4
2.4
750 to 1500
300
9.8
120

Fig. 2 Schematic illustration of a transverse tensile test
specimen of FSW joint.

C

H

O

N

Fe

Ti

0.006

0.002

0.057

0.003

0.045

Bal.

Tensile
strength

Elongation

Vickers
hardness

409 MPa

41%

150 HV

Fig. 3 Surface appearances of FSW joint at a probe position 0.7 or 0.8.

Fig. 1 Schematic illustration and welding conditions of
friction stir welding.

*1

て 接合を試みた。摩擦攪拌接合装置は荷重制御式であり，
本研究では荷重を一定とし，ツール回転数およびプローブ位
置を変化させて接合を行った。
2. 2 接合部の解析
接合後，接合部の外観検査および X 線透過試験を行った。
その後，接合部断面を SiC 紙およびダイヤモンドバフによっ
て研磨し，AZ31B については 5% 硝酸アルコール，Ti につい
ては 0.5% ふっ化水素酸水溶液によってエッチングを施し，そ
れぞれ組織観察を行った。また，走査型電子顕微鏡（SEM）
およびエネルギー分散型 X 線分光分析器（EDS）によって分
*1 施工段階で正確なプローブ位置を把握するのが困難であったた
め，接合後にプローブを抜いた穴の位置を接合中のプローブの位置
として計測した。

析を行い，接合部の元素分布状態について解析した。接合部
の硬さは接合線に垂直方向の断面（横断面）の板厚中央部に
おいて，マイクロビッカース硬さ試験機によって，荷重 0.49 N
として計測した。また静的強度評価として Fig. 2 に示す試験
片を用い，クロスヘッドスピードを 2 mm/min として引張試
験を行った。試験片の表面は接合のままとし，接合線に対し
て垂直になるように試験片を採取した。破断後，試験片の破
断面について，SEM および EDS による観察および分析を行っ
た。

3．実験結果および考察
3. 1 接合継手作製に及ぼす接合パラメータの影響
ツールの回転方向と進行方向が一致する側（前進側，
Advancing side, A. S.）とツールの回転方向と進行方向が一致
しない側（後退側，Retreating side, R. S.）で接合中の塑性流
動現象が異なるため 11），試験片配置による接合性の違いにつ
いて検討を行った。Fig. 3 に試験片配置を変え，プローブ位
置を 0.70.8 mm として接合を行った際のビード外観を，そし
て Fig. 4 に X 線分析顕微鏡による透過 X 線像を示す。炭素
鋼とアルミニウム合金を摩擦攪拌接合法によって接合した場
合，プローブの周囲を塑性流動しているアルミニウム合金が
炭素鋼の開先面に押し付けられ，凝着することによって接合
がなされると報告されている 8）,9）。このことから，強度の高
い Ti を前進側とした図中（a）の配置では，プローブによっ
て Ti の開先面が削り取られて表面が活性化した後，後方側
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Fig. 4 Radiographic photographs of FSW joint at a probe
position 0.7 or 0.8.
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Fig. 6 Microstructures of titanium at joint interface
（probe position: 0.8 mm, tool rotation speed: 1250 rpm, travel
speed: 300 mm/min）.

される。（b）の配置の場合は前進側の AZ31B で温度上昇が
促されて AZ31B の塑性流動が生じやすく，Ti 側での温度上
昇が（a）の配置と比べて抑制されていることから，AZ31B
を塑性流動させる際に（a）の配置と比較して発火しにくい
と考えられる。Fig. 6 に接合界面 Ti 側の光学顕微鏡組織写

Fig. 5 Thermal cycles of titanium at 1 mm from joint interface.

から塑性流動した AZ31B が押し付けられると推測される。
（a）の配置でプローブによって Ti を切削しつつ接合を行っ
た場合には，ツール回転数 1000 rpm を超える条件でプローブ
の折損や発火が生じやすく，1500 rpm とした場合では発火に
よって施工が不可能であった。一方，Ti を後退側とした（b）
の配置では 1250 rpm 以下で AZ31B に溝状欠陥の発生が認め
られることがあったが，1500 rpm まで回転数を増加しても継
手の作製が可能であった。
Fig. 5 に接合界面 Ti 側での温度測定結果を示す。突合せ
面から 1 mm の位置において，Ti 側底面の温度を CA 熱電対
によって測定し，被接合材の配置による最高到達温度の違い
について検討を行った。回転数を 1000 rpm と固定した場合,
接合部近傍 Ti 側底面の最高到達温度が （a）の配置で 605 K，
そして（b）の配置で 562 K となった。このことから Ti を前
進側とした場合に Ti の温度上昇が顕著となるうえ，プロー
ブと Ti との接触部の温度も（b）の配置時と比較してより高
い状態となっていると推測される。また，後退側はプローブ
の回転方向と接合方向が逆となることから，せん断力が働く
ために 12）プローブおよびショルダとの摩擦によって AZ31B
の細かな切削粉が排出されやすく，AZ31B の切削粉に発火し
やすい状態であると推測される。これらの理由から，（a）の
配置における接合可能な条件範囲が（b）の配置と比較して
低回転側となったと考えられ，（a）の配置で回転数を増加し
た場合には温度が上昇して発火する可能性が高いものと推測

真を示す。撮影位置は板厚方向のほぼ中央である。接合界面
近傍の Ti は結晶粒が変形しており，変形した領域の幅は（a）
の配置で 100 m m，そして（b）の配置で 2050 m m であった。
また（a）の配置では Ti 側にカップ状の組織変化領域が認め
られ，この領域はショルダによる摩擦熱によって熱影響を受
けて軟化したうえ，攪拌力の影響を受けた領域であると考え
られる。しかし温度は Ti の再結晶温度まで上昇しておらず，
塑性流動は生じずに塑性変形のみを生じたものと考えられる。
（b）の配置では（a）で見られたような組織変化領域は確認
されず，接合界面での Ti 変形領域幅も（a）の半分以下と
なった。本研究では発火が生じにくく，ビード作製が容易で
あった配置（前進側 AZ31B，後退側 Ti）として，回転数と
プローブ位置などの接合条件を変えて継手を作製し，接合性
について検討を行った。
3. 2 接合部組織
Fig. 7 に接合速度 300 mm/min の条件でプローブ位置およ
びツール回転数を変化させて作製した継手の外観写真および
透過 X 線像を示す。いずれの接合条件においても滑らかな接
合部外観は得られず，後退側である Ti の表面がツールのショ
ルダ部との摩擦熱によって塑性変形し，AZ31B 表面を覆って
いるのが認められた。X 線透過試験の結果，ツール回転数
1250 rpm，プローブ位置 0.5 mm では図中に示したように接合
前半部で接合表面と内部に欠陥が認められたが，ツール回転
数 を 1500 rpm と 増 加 し ， プ ロ ー ブ 位 置 を 0.8 mm お よ び
1.2 mm とした場合では欠陥は認められず，継手の作製が可能
であった。
Fig. 8 に継手断面の SEM 像を示す。接合部断面ではショ
ルダ通過部直下と底面に Ti が認められ，AZ31B の攪拌部に
はプローブによって切削されたと考えられる Ti の破片が分散
分布していた。またツール回転数の増加およびプローブ位置
の増加に伴い，これら Ti 片の量は増加する傾向が認められ
た。特に板底面に近い部分で Ti 片が多く認められており，こ
れらはプローブ先端による切削後に十分攪拌されないまま留
まっている Ti と考えられる。Fig. 9 に接合界面近傍 Ti 側の
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Fig. 7 Surface appearances and radiographic photographs
of titanium（R. S.）and AZ31B（A. S.）joints at different
probe positions（travel speed 300 mm/min）.
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Fig. 9 Microstructures of cross sections of FSW joints in titanium side（probe position: 1.2 mm, tool rotation speed:
1500 rpm, travel speed: 300 mm/min）.

Fig. 10 Microstructures of cross sections of FSW joints in
AZ31B side（probe position: 1.2 mm, tool rotation speed:
1500 rpm, travel speed: 300 mm/min）
,（a）stir zone,（b）
TMAZ,（c）HAZ,（d）base metal.
Fig. 8 Macrostructures of SEM images in cross section of
FSW joints of different probe positions.
光学顕微鏡組織を示す。接合界面での Ti はプローブによる
熱影響と攪拌力の影響により結晶粒が変形していた。変形し
た領域は板の底面付近で幅が最も広く，図中（b）の位置で
は 20 m m から 30 m m であるのに対し，最も広い（c）の位置
では 60 m m から 80 m m 程度となった。また攪拌部中に存在し
ている Ti 片についても，塑性変形によるものと考えられる
微細な縞模様が認められた。
Fig. 10 にツール回転数 1500 rpm，接合速度 300 mm/min で
接合した突合せ継手における AZ31B 側の断面組織を示す。
（a）に示す攪拌部の結晶粒は動的再結晶現象によって母材部
分と比較して微細化し，（d）に示す AZ31B 母材の結晶粒径
が 20~30 m m 以上であるのに対し，10 m m 以下の結晶粒が多
く認められた。また（b）に示す熱影響と機械的影響を同時

に受けた部分（TMAZ）と（c）に示す熱影響のみを受けた熱
影響部（HAZ）が確認され，TMAZ では結晶粒径にはばらつ
きが認められたが粒径 15 m m 以下の結晶粒が認められた。
（c）
に示す熱影響部でも（d）に示す AZ31B 母材の結晶粒径と比
較して微細な結晶粒が増加しており，これらの組織は AZ31
合金の摩擦攪拌接合による形成組織の特徴と一致した 13）。
3. 3 接合界面における合金元素の反応
Fig. 11 にツール回転数 1250 rpm，接合速度 300 mm/min で
接合した突合せ継手断面の元素線分析結果を示す。接合界面
では Ti 側に厚さが約 2 m m の Al に富んだ中間層が存在して
おり，この層は接合界面全体で認められた *2。また，攪拌部
*2 接合界面から 2 m m 以上離れた Ti 側でもチャート上では Al の検
出が認められるが， 接合部から 10 mm 以上離れた Ti 母材を分析し
た際にも非常に低いレベルで Al が検出されたことから，これらは
バックグラウンドノイズが含まれていると考えられる。
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Fig. 13 Optical photographs of cross section near joint interface（probe position: 1.2 mm, tool rotation speed: 1500
rpm, travel speed: 300 mm/min）.

Fig. 11 Line analysis results by EDS near joint interface of
titanium and AZ31B at probe position 1.2 mm（tool rotation
speed: 1500 rpm, travel speed: 300 mm/min）; SEM（a）, element distributions of Ti, Mg and Al（b）.

Fig. 12 SEM images and elemental maps near joint interfaces of titanium and AZ31B（probe position: 1.2 mm, tool
rotation speed: 1500 rpm, travel speed: 300 mm/min）.

の AZ31B では接合界面近傍約 5 m m の範囲で AZ31B 母材と比
較して Al 量の減少が認められた。Ti と Mg は二相分離型の
状態図を示し，相互溶解度はほとんどないために 14），本接合
法のような条件下では Ti と Mg 間での相互拡散はほとんど生
じないと考えられる。AZ31B の合金元素である Al は室温に
おいて Mg 中に固溶しているが，燃焼合成反応に見られるよ
うに Al と Ti とは反応性に優れている 15）ことから，接合界
面では AZ31B に含まれている Al が Ti と選択的に反応して中
間層を生成しているものと考えられる。Fig. 12 に，ツール
回転数 1500 rpm，接合速度 300 mm/min で接合した突合せ継
手断面の元素面分析結果を示す。AZ31B に含まれる Al の一

部は Al–Mn 系金属間化合物として AZ31B 母材中に分散して
おり，元素面分析によって，この金属間化合物が摩擦攪拌に
よって潰されて Ti へ凝着する際に Ti と反応を生じていると
考えられる部分が接合界面に点在しているのが確認された。
その周辺では Ti と Al との金属間化合物も確認されたが，接
合界面全体に占める面積がわずかであるうえ，厚さが 3 m m
未満と薄いことから，継手の機械的性質へ与える影響は少な
いものと推測される。
TiAl 系金属間化合物は硬さが高く，分析で認められた中間
層全体が金属間化合物である場合には，ダイヤモンドバフ研
磨を行った際に AZ31B および Ti との間に硬さ差による段差
が生じると想定される。Fig. 13 に長時間研磨を行った接合
界面の光学顕微鏡写真を示すが，光学顕微鏡観察によっては
接合界面に明らかな異相や凹凸は観察されなかった。これら
のことから分析によって確認された中間層は，Ti 中に AZ31B
中の Al が拡散して生成した固溶体が主であると考えられる。
以上の結果から，接合過程は次のように考えられる。すな
わち，プローブによる攪拌時に接合界面の Ti を切削してい
ることから，プローブの通過直後の Ti は活性な状態となり，
活性となった Ti に対して Mg が凝着するとともに，AZ31B 中
に含まれる Al が Ti 中へ固溶した層を厚さ 2 m m 以下で生成
して接合がなされている。
3. 4 接合部の硬さ分布
Fig. 14 に継手断面のマイクロビッカース硬さ分布を示す。
Ti 側においては，母材の硬さである 150 HV 0.05 と比較して，
結晶粒の変形が認められた接合界面近傍，および攪拌部中の
Ti 片部分で硬さが上昇し，最高で約 200 HV 0.05 を示した。硬
さが上昇した領域は接合界面から 50 m m 程度であり，組織観
察で認められた塑性変形に伴う結晶粒変形領域の幅とほぼ一
致し，接合界面の元素線分析および面分析で確認された中間
層の幅（23 m m）よりも広かった。このことから，接合界面
での硬さの上昇は Al の固溶や金属間化合物によるものでは
なく，プローブによる Ti 結晶粒の塑性変形による硬化と考
えられる。一方 AZ31B 側では，攪拌部，TMAZ, HAZ および
AZ31B 母材ともに明確な硬さの変化は見られず，またプロー
ブ位置変化による硬さの変化も認められなかった。AZ31B 側
攪拌部の組織は Fig. 10 に示したように必ずしも均一な粒径の
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再結晶組織ではなく，平均結晶粒径も 16 m m 程度であり，母
材の平均結晶粒径 29 m m よりも微細になっているが，いわゆ
るホール・ペッチ則に従った顕著な硬さの上昇には至らな
かったと考えられる。加藤らも AZ31 の摩擦攪拌接合での攪
拌部では結晶粒微細化にもかかわらず硬さ分布には大きな変
化が認められなかったと報告している 16）。
3. 5 引張試験および破断面観察
継手の引張試験を行った結果を Fig. 15 に示す。プローブ
位置の増加によって接合強度の増加が認められ，ツール回転
数 1500 rpm，プローブ位置 1.2 mm の条件では最大強度 156
MPaを示し，AZ31B 母材と比較して 65% となった。Fig. 16
に突合せ継手の引張試験後の破断面 SEM 像と元素面分析結
果を示す。（ a） のツール回転数 1250 rpm， プローブ位置
0.5 mm の破断面では Ti と AZ31B の接合界面で破断しており，
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Fig. 15 Ultimate tensile strengths of FSW joints of titanium and AZ31B（travel speed: 300 mm/min）.

Fig. 14 Microvickers hardness profiles on cross sections of FSW joints（travel speed: 300 mm/min）
,（a）probe position: 0.5
mm（tool rotation speed: 1250 rpm）,（b）probe position 0.8 mm（tool rotation speed: 1500 rpm）,（c）probe position 1.2 mm
（tool rotation speed: 1500 rpm）.

Fig. 16 SEM images and MgKa and TiKa maps on fractured surface of joints;（a）probe position: 0.5 mm（tool rotation speed:
1250 rpm, travel speed: 300 mm/min）,（b）probe position: 0.8 mm（tool rotation speed: 1500 rpm, travel speed: 300 mm/min）.
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ことで，プローブへの負荷を減らしつつ継手を作製すること
が可能であった。
（2）ツール回転数，接合速度，プローブ位置などの接合条
件を一定として，被接合材の配置のみを変えて接合を行い，
突合せ面から 1 mm 離れた位置の底面において純 Ti の温度測
定を行った結果，純 Ti を前進側とした場合には，後退側と
した場合に比して約 40 K 温度が高いことが判明した。
（3）接合界面近傍の Ti 側ではプローブによって Ti の接合
面が切削されて新鮮面が露出し，摩擦による局部的な温度上
昇により Ti 中に拡散した Al による固溶体層が生成した。
（4） 継手引張試験後の Ti 側破断面には AZ31B が全面に凝
着しており，引張強さの小さい接合界面近傍の AZ31B 攪拌
部で延性破断した。
参
Fig. 17 SEM images of fractured surfaces of joints（probe
position: 1.2 mm, tool rotation speed: 1500 rpm, travel
speed: 300 mm/min）.
一部で写真中に矢印で示すような板厚方向に周期的な延性破
断面が認められた。延性破断部は他の接合界面と比較して強
固に接合されているが，ツール回転数が小さいことによる熱
量の不足によって，継手全体としては接合が不十分であった
と考えられる。この部分について EDS による元素面分析を
行った結果 Mg が検出され，Ti に凝着した AZ31B が破断し
ていることが判明した。 一方，（ b） に示すツール回転数
1500 rpm，プローブ位置 0.8 mm の破断面では Ti 側のほぼ全
面に AZ31B の破断面が認められた。Fig. 17 はこれらの拡大
写真であるが，破断面は Ti に凝着した AZ31B の延性破断面
であった。

4．結

言

工業用純 Ti と AZ31B 合金とを摩擦攪拌接合法によって接
合し，接合条件および継手強度について検討した結果，以下
の結論を得た。
（1）Ti 側へプローブ位置をずらし，AZ31B を主に攪拌する
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