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Friction Stir Welding of AZ91D Thixomolded Magnesium Alloy 
and Titanium 

Masayuki Aonuma*， Takuya Tsumura** and Kazuhiro Nakata** 

The feasibility of fabricating butt joints made of dissimilar materials thixomolded magnesium alloy AZ91D 
and titanium， by friction stir welding method (FSW) was studied. AZ91D and titanium plates of 2mm in 
thickness were butt-joined FSW according to different joining parameters for probe position and axial tool 
loads. A probe was inserted at the AZ91D side and the probe edge was slightly offset from the joint interface 
into the titanium side by up to 0.5mm. AZ91D plates were positioned at the advancing side and the titanium 
was positioned at the retreating side， respectively. 

The tensile strength of the joint increased with increasing probe distance from the joint interface into 
the titanium side. Maximum tensile strength reached 226MPa at axial tool load of 7訓，Nand probe position 
of O.5mm into the titanium side. The joint efficiency was at least more than 95%. At the joint interface， 
intermetallic compound of titanium and aluminum was not found under a scanning electron microscope， but a 
rich aluminum layer was seen formed near the interface of the AZ91D and titanium. 

Keywords : joining， friction stir welding， magnesium， alloぁtitanium

1.緒言

アルミニウムを9%含むAZ91Dマグネシウム合金は，成

形性に優れたダイカスト法やチクソモールド法による鋳造

材が軽量部品として広く用いられている. しかしAZ91D

マグネシウム合金鋳造材を溶融接合法によって接合する場

合，マグネシウム合金鋳造材に含まれる残留ガスの影響に

よるブローホールなどの溶接欠陥が生じやすい.このため，

摩擦揖祥接合やさらに摩擦撹持フ。ロセスによる鋳造組織改

善などの研究が行われている1)，2) 一方，同様に軽量材料

であるチタンは，強度，耐食性及び耐熱性のいずれの特性

においてもマグネシウム合金を組み合わせることにより，

新しいタイプの軽量部品の創出が期待される. しかしマグ

ネシウム合金をチタンなど融点の高い異種金属と接合する

場合，チタンの融点(1953:t4K)が，マグネシウムの沸点

(1376:t5K)以上であることから溶融接合は困難で、あり，

そのため研究例はほとんどなく，また固相接合に関する検

討も少ないのが現状であり，詳細な検討が必要とされてい
る3-5)

著者らはAZ31Bマグネシウム合金押出材と工業用純チ

タンとの摩擦揖拝接合を行い，接合界面においてAZ31B

マグネシウム合金中のアルミニウム(以下Alと表記)がチ

タン側に拡散することによって接合がなされることを報告

したの.本研究では， AZ31Bマグネシウム合金よりもAl量

が多く，鋳造用マグネシウム合金として用いられている

AZ91Dマグネシウム合金のチクソモールド材と，純チタ

ン圧延材とを摩擦揖梓接合法 (FSW)を用いて接合し，そ

の接合性について検討を行った.

2.実験方法

2.1 接合方法

供試材には市販の純チタン圧延材(以下Tiと表記)及び

AZ91Dマグネシウム合金チクソモーノレド材(以下AZ91D

と表記〕を用いた.Table 1にAZ91Dの化学組成を， Fig. 

1に本研究における突合せ接合の模式図を示す.接合ツー

ルはSKD61製とし，ショル夕、、径15mm，プローブ径5mm

のMネジ付プローブを用いた.供試材の板厚は2.0mmと

し，接合ツールのプローブ長を1.9mmとした. Table 2に

接合条件を示す.AZ91Dはβ相である Mg17Al12の影響によ

Table 1 Chemical compositions of magnesium alloy 
(mass%). 
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50 50 .1 イヤモンドパフによ って研磨 し，組織観察を行った. 撹

持部の結晶粒径測定には切断法を用い，任意5視野につい

て測定を行った.また， 走査型電子顕微鏡 (SEM)及びエ

ネルギ一分散型X線分光分析器 (EDS)による分析を行い，

接合部での元素拡散について解析した.接合部の硬さ分布

は，マイクロビ ッカ ース硬さ試験機により，接合線に垂

直方向の断面 (横断面)において，荷重0.49Nで計測した.

また，Fig.2に示す試験片を用い，クロスヘッ ドスピー ド

を2mmノ'minとして継手引張試験を行っ た.引張試験片の

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及びEDSによる観察及び分析を行った.

150 

Unit: mm 

Fig. 1 Schematic illustration of friction stir welding. 

Table 2 Friction stir welding conditions. 

Shoulder diameter (mm) 15 
Tool 

Probe diameter (mm) 5 size 
Probe length (mm) 1.9 

Tool rotation speed (rpm) 850 

Travel speed (mm/mln) 50 

Axial tool force (kN) 7.4 ， 7.8 

Weld length (mm) 40 

Probe position (mm) -0.2-0.5 

りAZ31Bと比較して硬く，適正接合条件範囲も狭いとさ

れている1) AZ91Dのビードオンプレー ト試験による予備

検討の結果，ツール回転数を850rpmとして，接合速度を

50mm/minとした際に適正な接合部外観が得られたため，

ツーノレ回転数を850rpm，接合速度を50mm/min一定と し，

ツール荷重を変化させて接合部を作製した.ま たTiの撹

梓による接合プ ロー プの折損及び摩滅を避けるため，突

合せ面とプロー プの外周が接する ようにAZ91D側に挿入

したプロ ープの位置をOとし， Ti側を+としてプロー ブ位

置を変化させて接合を行ったい10) ただ し，施工段階にお

いて，プローブの挿入位置の正確な計測が困難であ ったた

め，接合後にプローブを抜いた穴の位置を計測し，プロー

ブの挿入位置とした.

予備検討の結果より， プロー ブの位置を0.5mm以上Ti

側に移動すると，施工中にプロ ープの著しい磨耗や折損が

起 こりやすいこ とから，プロー ブ位置0.5mmを超える条

件については本研究の対象から除外 した. 板材の配置は，

前進側をAZ91Dと し，後退側をTiとした.これはAZ31B

とTiとの接合に関する以前の報告において，マグネ シウ

ム合金の燃焼を抑制し，継手の作製が可能であった配置で

ある6)

2.2 接合部の解析

接合後， 接合部の外観検査及びX線分析顕微鏡によるX

線透過試験を行 った.その後，接合部断面をSiC紙及びダ

1. 
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Fig. 2 Schematic illustrations of test specimens for 

tensile test. 

3.実験結果及び考察

3. 1 接合部の形成と組織に及ぼす接合パラメータ の

影響

Fig.3 にプローブ位置をそれぞれー0.2 ， 0， 0.1及び~ 0.3mm

と変化させた場合の接合部外観を示す. Tiとプロー プが接

しない状態で作製した接合部 (a)では溝状欠陥が生成 した

が，Ti側へのプロー ブ位置の差 し込み量を増加することで，

欠陥の無い接合部 (c)及び (d)の作製が可能であった.欠

陥の無い接合部表面では，塑性変形し たTiが接合部表面

を覆う傾向にあった. これはプ ローブ位置を+側へ移動

するこ とにより，高温での強度が高いTiと接合ツールと

の接触面積が増加し たために発生熱量が増加して百が軟

化しやすく なり，摩擦による回転力によっ て，接合部表面

のTiが大きく変形したためと考えられる.

Fig.4にX線分析顕微鏡による透過X線像を示す.接合

ツールのショ ルダ径とほぼ同じ幅に，Tiの分布が認められ
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Fig. 3 Surface appearances of different probe positions， 
(a)・O.2mm，(b) Omm， (c) O.lmm and (d) O.3mm at 

tool force of 7.4kN. 
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Fig. 4 Radiographic photographs of different probe 

positions， (a) 0 mm， (b) O.lmm and (c) O.3mm at tool 
force of 7 .4kN. 

た.これらは接合部表面に存在する塑性変形した百である.

プロー プがTiと接触することによって，接合部表面の欠

陥だけでなく ，内部欠陥の発生も抑制されていた. 予備

検討におけるプロー フ守位置0.5mmを超える条件での接合

では，プローブの著しい磨耗や折損が生 じやすく， AZ91D 

が発火する現象が認め られた.その場合，接合中にツー jレ

ショ jレダの後方部分と， 母材表面との接触部近傍から火花

を生じた直後に， AZ91Dの発火が認められた.プロー プ

位置の増加により AZ91Dの発火が生じたこ とから，プロ

ーブ位置を増加することで，接合ツールとチタンとの接触

部は，部分的に高温となっていると考えられる. このこと

から，プロー プ位置を増加するこ とにより， 撹持部の温度

が上昇して塑性流動性が増加 し，内部欠陥の発生が抑制さ

れたと考えられる.

Fig.5に接合部断面のマク ロ組織を示す.プローブ位置

を0.1mm，ツール荷重を7.4kNとした接合部の断面 (a)で

は，Tiが塑性変形してMg側に塑性流動した結果，板厚方

向上部においてTi側接合界面の変形が認められた. プロ

ーブ位置をTi側へ移動することによってTi側接合界面の

変形は促進され，プローフー位置が0.3mm以上で、は，Ti側

の接合界面の変形は板厚方向の下部まで増加し，接合界面

全体が変形していた.

Fig.6にFig.5に示 した接合部断面の光学顕微鏡写真

を示す.撮影位置は接合部表面から深さ約1mmの接合

界面とした.なお写真上ではTiとAZ91Dの硬さの差が

大きいためにダイヤモ ンドパフ研磨によって接合界面に

生じた段差による影が層状に認められた.(a)に示 した

プロー ブ位置0.1mm，ツ ール荷重7.4kNのAZ91D側で

Fig. 5 Macrostructures in cross section of joints of 

different welding conditions， (a) probe position at 

O.lmm (tool force : 7.4kN)， (b) probe position at 

O.3mm (tool force : 7.4kN)， (c) probe position at O.5mm 

(toolforce: 7.8kN). 

AZ91 0 

Fig. 6 Optical photographs of cross section near joint 

interface， (a) probe position at O.lmm (tool force: 
7.4kN)， (b) probe position at O.3mm (tool force: 
7.4kN)， (c)probe position at O.5mm (tool force: 7.8kN). 

は，プロー ブによって切削されたTi片がわずかに認めら

れたが，プロー プ位置をそれぞれ0.3mm及び0.5mmとし

た (b)及び (c)では，接合界面近傍のAZ91D側に比較

的大きなTi片が多数巻き込まれていた.

Fig.7にプロープ、位置0.5mmで接合した突合せ接合部に

おけるAZ91D側の断面組織を示す.接合界面 (a)及びそ

の近傍 (b)の揖拝部 (SZ)では，熱影響と機械的影響を同

時に受けた部分 (TMAZ)(c)及び母材鋳造組織 (d)に比し

て明らかに結晶粒径は微細化 しており，20μm以下の結晶

粒が多く認められた.撹持部には切削されたTi片が分散
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混合しており， (b)に示すように，分散している Ti近傍の

結晶粒は， Ti片の分散が認められない部分 (a)と比較する

と，比較的大きい傾向にあった.一方，熱影響のみを受け

た熱影響部 (HAZ)と考えられる明確な領域は認められな

かった. AZ91D母材がα-β合金であるにもかかわらず，

撹梓部にはS相がほとんど認められず， α相のみが認めら

れた.これは β相中のAlの撹拝部基地への拡散により β

相が固溶したためと考えられる1)すでに述べたように，

揖持部におけるAZ91Dの結晶粒径は均一ではなく，観察

位置によってばらつきを生じた. AZ91D撞持部の最大結

晶粒径は，プローフ。位置Ommでは約10μmであるのに対

し，プローブ、位置0.3mmでは約17μmであった.プロー

フ守位置0.3mmの揖持部には，プローブで切削されたTi片

が巻き込まれるために，部分的に揖枠の状態に差が生じ，

撹拝部の塑性変形量と歪みが部分的に増減することが考

Fig. 7 Cross-sectional microstructures of joints in 

AZ91D side (probe position: O.5mm， tool force: 7.8kN); 
(a) interface， (b) stir zone， (c) TMAZ and (d) base 

metal. 

Fig. 8 SEM image (a)and characteric X-ray images 

of Ti (b)， AI (c) and Mg (d) near joint interfaces of 

titanium and AZ91D (probe position: O.5mm， tool force: 
7.8kN). 

えられる.また，プローブとの摩擦によって高温となった

百片が分布することで，撹枠部の冷却速度が局所的に変化

することが考えられる.このため，核生成と結晶粒成長に

位置による差が生じ，その結果として，結品粒径のばらつ

きが生じたものと考えられる.また，元々，母材組織は (d)

に示すようにチクソモールデイングにともなう粗大な初

晶α相や結品粒界の s-Mg17Al12相が不均一に分布したも

のであ勺，これらのことも撹持部における結晶粒径のばら

つきに影響を与えたと考えられる.

Fig.8にプロープ、位置0.5mmで接合した接合部断面の

EDSによる元素面分析結果を示す.接合部表面から深さ

lmmにおける横断面を分析位置とした.接合界面にはAl

の濃化領域が点在しているのが認められた. しかしこの接

合界面において， SEM観察によって金属間化合物と推測

される異相は認められなかった.またエッチングを行わず

に研磨のままの状態で光学顕微鏡観察を行った場合でも，

接合界面には色調の違いは認められず， Ti-Al系金属間化

合物層の形成を示す明瞭なAl濃化層が認められなかった.

したがって光学顕微鏡あるいはSEM観察では識別不可能

な極めて薄い化合物層の生成により接合されていること

を示唆していると考えられる.なおFig.8中の①及び②に

みられるAl濃化部はTi片に相当するものである.これら

はプロープによって削り取られたものであり，その加熱

温度は一般には接合界面部よりも高くなっていると推定

される.このために，比較的明瞭なAl濃化が現れており，

この位置ではTi-Al系金属間化合物を生成していると考え

られる.

3.2 接合部の硬さ分布

Fig. 9 (a)及び (b)にプローブ、位置O.lmm及び、0.5mmに

おける接合部断面のマイクロビッカース硬さ分布を示す.

プローブ位置に関わらず， τ1側の接合界面近傍の硬さは，

Ti母材と比較して上昇し，硬さが上昇した領域は接合界

面から300μmであった. Fig.8の元素面分析結果に示した

ように，接合界面での Al濃化領域の幅は2~3μmで、ある

が，その領域と比較して硬さの増加領域は広かった.その

ため，この硬化領域はAlの拡散による硬化領域ではなく，

塑性変形により加工硬化した領域と考えられる.プローブ

位置の違いによる，加工硬化領域の硬さの明瞭な差は認め

られなかった.百側接合界面では， Tiとプローブとの接触

により， Tiが切削されて撹枠部へ分散し，接合界面には切

削後の塑性変形領域が残留していると考えられる.接合界

面の百は，プローブとの接触によって一定以上の塑性変

形を受けた段階で撞梓部に分散するため，プローブ位置を

増加しでも，接合界面に残留する Tiの塑性変形量には大

きな差を生じないと考えられる.このことから，プロープ

位置の変化による硬さの差が認められなかったと推測さ

れる. (a)に示すプローフ守位置O.lmmでの撞持部の硬さは，

AZ91D母材の硬さと比較して殆ど変化は認められなかっ

たが， (b)に示すプロープ、位置0.5mmでの撹枠部の硬さは，

(a)に示すプロープ、位置O.lmmでの揖持部よりも増加し，



ーブ位置0.5mmではツール荷重7.4kN及び7.8kNにおい

て， Fig.11に示すようにAZ91DのTMAZから母材部への

破断となった.参考値として示したAZ31Bと Tiとの摩擦

撹梓接合部の最高引張強さは156MPaであり，この場合の

継手効率は65%であった.また，この継手の破断位置は

接合界面近傍のAZ31B撹持部であった.一方， AZ91D母

材の引張強さ 184MPa~ 239 MPaに対して，プローブ位置

0.5mmでの接合部の最高引張強さは226MPaであり，継

手効率は少なくとも95%以上となり，継手効率の増加が

認められた.TiとAZ31Bとの接合速度は300mm/minであ

り， TiとAZ91Dとの接合速度は50mm/minと接合条件が

異なる. しかし，高い継手効率を得たそれぞれの接合部に

ついて，元素面分析および線分析を行った結果，接合界面

にはアルミニウムの濃化層が認められた.プロープ位置

O.lmmでの百と AZ91Dとの接合部では，ツールショルダ

の通過位置に近い板厚方向上部にアルミニウムの濃化領

域が認められ，プロープ位置を0.5mmまで増加すること

で，アルミニウムの濃化領域が，板厚方向中央部でも認め

られた.これらのことから，アルミニウムの濃化領域の生

成が，接合部の継手効率に影響を及ぼしていると考えられ

る.AZ91DはAZ31Bと比較してアノレミニウム量が多いた

めに，合金元素である AlがTiとの極薄い金属間化合物層

あるいは拡散層を生成しやすく，またFig.3に示したよう

にプローブ位置の増加によって接合面積が増加すること

から，引張強さが増加したと推測される.
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Fig. 9 Micro Vickers hardness profiles on cross 

sections of joints， (a) probe position at O.lmm and tool 
force of 7.4kN， (b) probe position at 0.5mm and tool 
force of 7.8kN. 
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Fig. 10 Tensile strengths of joints of AZ91D/Ti and 

AZ31B/Ti. 

1.4 1.2 0.2 常

母材硬さ 50~ 59 HVO.05に対して，撹持部は60HVO.05以

上となった.これは (b)の撹伴部には百片が微細に分散

しており，この影響により硬さが増加したためと考えられ

る.また，プローブ位置を増加したことで，揖祥領域幅が

増加する傾向が認められた.Tiとプローブとの接触部では

局所的に温度の上昇が生じているものと考えられ，この影

響により AZ91Dの塑性流動性が増加する程度まで接合部

の温度が上昇したためと考えられる.

3.3 接合部の引張強さ

Fig.10に純TiとAZ91Dとの突合せ継手の引張試験結果

を示す.参考値として， 著者らが報告 したAZ31Bマグネ

シウム合金押出材と純チタンとの摩擦揖梓接合部の引張

強さも図中に示した.接合界面からチタン側に差し込ま

れるプロープ位置の増加とともに引張強さは増加傾向を

示し，ツール回転数850rpm，ツール荷重7.4日if，そして

プローフc位置がOmmから0.3mmの間では，接合界面及

び接合界面近傍のAZ91D揖持部で破断した. しかしプロ

Fig. 11 Macrostructure of cross section of joints after transverse tensile test showing fracture position at TMAZ 

and base metal of AZ91D; (probe position: O.5mm， tool force: 7.8kN). 
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Fig. 12 SEM image (a) and characteric X-ray images 

of Ti (b)， AI (c) and Mg (d) on fractured surface at 

AZ91D side (probe position: O.3mm， tool force: 7.4kN). 

Fig.12 にツール荷重 7.4日~， プローフ守位置0.3mmにお

ける引張試験片のAZ91D側破断面の元素面分析結果を示

す.この試験片は接合界面近傍で破断しているが， AZ91D 

側の破断面にはTiが付着している部分が局所的に認め ら

れた.またEDSによる分析の結果，Tiが検出された部分

では同時にAlが検出された. Fig.13に同じ試験片の百側

破断面を示す.Ti側にはMgが付着しており， 百検出部

からもAlが局所的に検出された.Fig.6に示したよ うに，

プロープ‘位置0.3mmの試験片において，接合界面近傍の

AZ91D揖枠部にはTi片が分散しており ，Fig.12のAZ91D

側破断面の元素面分析において検出された百が，接合界

面ある いはTi片のどちらであるかは不明だが，検出され

たTiではAlの濃化が認め られ， Fig.13に示すTi側破断面

でも接合界面の百でAlの濃化が認められた.以上のこと

から， AZ91Dと Tiとの摩擦撹梓接合界面では，プロープ

による切削によって新生面を露出したTiにAZ91D合金が

押付け られ，摩擦熱による温度上昇により AlのTiへの拡

散が促進されて，拡散層と少量のTi-Al系金属間化合物を

生成し，接合がなされていると推察される.

4.結 Eヨ

AZ91Dチクソモールド マグネシウム合金とチタンと を

摩擦撹梓接合法によって接合し，接合部について考察を行

った結果，以下の結論を得た.

(1)主にAZ91D側を撹枠し，プロープによってチタン

を僅かに切削することで継手の作製は可能であ った.

またプロ ープの位置をチタン側へ移動する ことで，引

張強さは増加した.

(2)プローブ位置0.5mmでの継手は，AZ91D母材での

Fig. 13 SEM image (a) and characteric X-ray images 

of Ti (b)， AI (c) and Mg (d) on fractured surface at 

titanium side (probe position: O.3mm， tool force: 7.4kN). 

破断を示し，最高引張強さ 226MPaを得た.接合部断

面の光学顕微鏡観察及びSEM観察では，顕著なTi・Al

系金属間化合物層は認められなかった.

(3)プローブ位置の増加に伴って，プロープ、により切削

されたTi片のAZ91D撹梓部への分散混合量が増加し，

分散したTi片にはAlとの反応層が認められた.
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