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In this study,weldability of dissimilar metal buttiOint Of A6061 alloy and AZ31 NIg alloy sheets of 3mm in thick―

ness was investigated using flber laser welding.

First,laser、velding、vithout nller inetal changing some v″ elding conditions of laser power,M″ elding speed and

laser irradiation position,was performed.As a result,obtained direct buttioint Without iller metal showed crack―

free and fully― penetrated weld bead with smooth surface within the lilllited range of laser power of 4´ シヽ6kW and
welding speed of 4～ 12m/min at laser irradiation position iust On the butt iOint interface.However,joint tensile

strength was 20～ 30 NIPa irrespective of、 velding conditions due to brittle intermetallic compounds of´ 、13ルIg2 and

Al12WIg17 in the、 veld metal and the interface of v″ eld metal and 1/1g alloy.Onも etting Of laser beam irradiation posi―

tion toward 2生 l alloy side M″ as beneicialto decrease the melting ratio of 1/1g alloy in the、 veld metal,but no remarka―

ble increase of ioint tensile strength、 vas obtained due to comparably thick intermetallic compound layer as 12-25

nlicron meter along the fusion boundary ofル Ig alloy.

Next,to inhibit decreasing iOint tensile strength by 2生 1-■71g based intermetallic compounds,laser welding、 vith Zn

■1ler metal was performed.Zn■ 1ler metal sheet set at buttiOint interface showed remarkable increase ofjoint ten―

sile strength up to 133 1/1Pa with adcquate welding conditions by separatingノ生l alloy and Plg alloy frolll inelting

lnixture by forming an Zn―rich intermediate M″ eld metal.

Kの フフbπs:Dissimilar metal iOining,Laser welding,Insert material,」 oint tensile strength,Intermetallic

compound

マテ リアル化が注 目されてお り,そ のために Al f)金 と

Mg合金の異材接合が必要 とされている

これまでに,例えば,異材接合の方法 としてアーク溶接

および摩擦攪拌接 合 (以 下 FSW)な どが用 い られて き

た1),力  しか し,Al合 金 とMg合金の異材接合については

容易ではないとされている その理 由として,Fig。 1に

示す Al Mg二元系状態図3)か らわかるよ うに,共 晶反応

によ り低融点共品融液が生成 して溶接割れが発生しやすい

こと,お よび 2種類の金属間化合物 (以 ドIMC,A13Mg2

および Al12Mg17)が 生成 して接 合部が脆化 しやすい こと

が挙げ られる.ア ーク溶接では人熱が大きいために Al合

金 と Mg合 金の溶接金属部 に粗大な IMC相 が生成 し, さ

らに,接合界面に IMC層 が厚 く牛成 して溶接書」れが発生

しやす いことが知 られている2) 方で,FSWを 用いた

場合には, 入熱を低減 して接合温度の上昇を抑制すること

によ り,溶接割れがな く最大 115 MPaの 引張継手強 1質 を

1

近年,新幹線などの輸送機器における更なる高速化およ

び省エネルギー化の実現のため,軽量で高強度な材料の導

入が求められている このため,従来から使用されてきた

Al合 金の一部をより軽量な Mg合金に置き換えるマルチ
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Fig.l  pil-lvlg binary alloy phase diagram3)

示す異材継手が得 らオlて いるJ しかし,FSWは 継手の

ギャップ裕度や継手形状に大きな制約がある そこで本研

究では,溶日1溶接であり,ア ーク溶接などと比較して入熱

を小さくできるレーザ溶接に注日した Al合金とMg合

金のレーザ溶接による異材接合に関しては,重ね継手で数

件の研究報告事例D.0が あるが,突合せ継手に関しては検

討例は見当たらない.

本研究では,Al合 金 とMg合金の突合せ継手に注 目

し,様 々な溶接パラメータを変化させて異材接合を行い
,

得られた溶接継手に対して引張強度および接合界面の組織

観察を行い,高い継手強度が得られる溶接条件の検証およ

び継手引張強度とIMC層 との関連性について検討した。

一方,Al合 金とMg合金の異材接合における溶加材

(イ ンサー ト材)の効果については, これまでに Zn,Cu,

Tiが検討されているつ9' その結果として,Zn溶加材で

は,AA5052と AZ31Bの 抵抗スボット溶接による異材接

合で最大引張せん断荷重2199Nが達成された● Cuィ ン

サー ト材では,A6151と AZ80の 鍛接によって最大引張

応力151 MPaが達成された詢 Ti溶加材では,A5052と
AZ31の レーザブレイジングによって母材 A5052の 80%程

度の最大引張せんllr強度が得 られたと報告されている
"

本研究では,22で 述べるように溶加材として Znに 注目

し,その添加効果についても検討した

2 実 験 方 法

21 供試材料

溶接用母材として,Al合金 A6061-T6お よび Mg合 金

AZ31を 使用 した いずれ も押出材であ り,、「法は125

mm× 75 mm× 30mmで ある.Table lに 化学組成を ,

Table 2に 機械的特性を示す。また,溶加材として純 Zn

シー ト材を使用した 寸法は厚さ1.Omm, 長さ100 mm×

幅 5mmの 形状として,後述するようにインサー ト材とし

て継手の開先の長さ125 mmの 中央部に挟み込んで用いた。

Fig.2に Al Zn二 元系状態図10を ,Fig.3に Mg― Zn

二元系状態図11)を それぞれ示す Fig 2よ り,Alと Znは

"Al+け
Znの 2元共晶反応を示し,IMCは 形成しない

Table 1 Chemical compositions of A1 alloy and

a1loy used.

Table 2 Mechanical
alloy used.

properties of A1 alloy and Mg

Al Atomrc Percent Zlnc Zf;

Fig. 2 A1-Zn binary a11oy phase diagramtor.

Mg ttomjc ?er.ent Ztnc Zn

Fig. 3 NIg-Zn binary a11oy phase diagramllr.

一 方,Fig 3よ りMgと Znは Mg傾1お よび Zn側 でそれ

ぞれ共晶反応 があ り,数種類 の IMCが 存在す る しか

し,その共晶系か ら,共晶組織はラメラ構造をとることが

予想され,継手強度の低下の抑制が期待される  ‐
方で

,

低い共 HHI温度によ り溶接害Jれ を起 こす可能性 もある

Material
Chen-rical composition (mass%)

Al Si Zn NIn Fe Cr Ti Ni Cu 1/1g

A6061 Bal 018

AZ31 0003 0003 Bal

N'Iaterial Tensile strength Elongation

A6061-T6 325卜/1Pa 128%

AZ31 240 NIPa 100%

{eigh1 Percenl Zijrc

}{€ieht PereenL Zinc
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22 レーザ溶接

本研究では波長1064 nm,最大レーザ出力10 kWの ファ

イバーレーザ (IPG tt YLR 10000)ロ ボット溶接装置を

用いて溶接を行った 焦点位置でのビーム径は048 mm
であり,溶接速度は最大で20m/minで ある

また,溶接の際には,水冷銅製治具IFKの Lに Al合 金と

Mg合金を突合せてセットし,止め具で固定した 溶接部

表面および裏面は,純度9999%Arガ ス (流 量20L/min)

によリシール ドした 突合せ開先面はアセ トンで脱脂 し

た インサー ト材を用いる場合は,イ ンサー ト材が溶接時

に落ちないように両端をバルスレーザ照射でブレイジング

して固定させてから全体をレーザ溶接した

溶接条件はレーザ出力を 1～ 10 kWお よび溶接速度を 3

～16m/minの 範囲で変化させて,良好な溶接継手が得ら

れlる 条件を求めた また,レ ーザ照射位置,すなわち,オ
フセ ッ ト位置を Fig.4(a)に 示すように Al側および Mg
側に各 0～ 10mmの 範囲で変化させた さらに,Zn溶加

材は厚さ10mm,幅 5mmの シー ト材をインサー ト材と

して用い,(b)に 示すように突合せ開先部に挟み込んだ

母材の厚さは約3.Ommで あるため,上下に目視調整にて

lmmず つインサー ト材が出るように挟んだ レーザ照射

位置や溶接条件を変化させてレーザ溶接実験を行った

23 評価方法

231 溶接継手の外観検査および組織評価法

得られた溶接継手に対して,外観検査としてビー ド溶込

み形状,表面および裏面形状,溶接割れの有無を評価した

次に,溶接部から切り出した断面試料を樹脂埋めし,エ
メリー紙による湿式研磨およびダイヤモンド粒子によるバ

フ研磨を行い,3%ナ イタールによる腐食を行った その

後,光学顕微鏡 (以下 OM)お よび走査型電子顕微鏡 (以

ドSEM)で溶接継手の断面組織観察を行った。さらに,

SEM付属エネルギー分散型 X線分析 (以 下 EDX)に よ

る元素分析,および X線回折装置 (以下 XRD)を 用いて

形成相の同定を行った.

(a) 
Position of laser beam

irradiationuI
1響型?γ 緩欝畿撥難‐

OfFset condilon

①O mm(Zn cente→

②AlЫ de O.3mm

③Aiside 0 4mm

④Aldde 0 5mm

(AlノZn boundary)

Fig。 4 Schematic diagram of buttjoint showing the

position of laser bealll irradiation offset,(a)

Butt iOint witllout filler,(b)Butt ioint With

Zn filler.
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232 溶接継手の引張試験法

継手引張試験片は,Fig.5(a)に 示すように短冊形引張

試験片を切 り出して作製 した。その形状および寸法を

Fig 5(b)に 示す 引張試験はオー トグラフAG 50kNIを

用いて引張速度 5mm/minで行った

3 実験結果および考察

31 溶加材を用いない直接突合せ異材溶接

311 ビームオフセットなしにおける溶接継手形成

レーザ溶接バラメータとして, レーザ出力および溶接速

度を変化させて,溶加材を用いずにレーザ溶接による Al

合金とMg合金の突合せ異材接合を行つた。結果を Fig.

6に示す なお, レーザ照射位置はビームオフセットなし

の突合せ面とした.Fig 6に おいて, レーザ出力が大き

く,かつ溶接速度が遅い,すなわち入熱量が大きい×印の

条件では,溶接割れの発生,あ るいは溶融部の溶け落ちな

どにより,接合が困難であった 一方で, これよりもレー

1 3 rrlrn

Al a‖ oy

75 mm 75 mm

Thickness l=3mm

Fig. 5 (a) Shape and size of dissimilar butt joint of
Al al1oy and Mg a1loy, and (b) Tensile test
specimen.
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Fig. 7 Typicai appearance of laser welded bead of
A6067/A231 dissimilar joint, at different
welding conditions, showing (a) C, (b) n
and (c) A in Fig. 6.

ザ出力が小さい,あ るいは溶接速度が速い条件域では制れ

のない溶接ビー ドが得られた このうち,○印は滑らかな

貫通溶接ビー ドが得らオ■たが, これより大きなレーザ出力

で,高速度域の□自」は,断続的にビットが形成された不連

続ビー ドであり, また最も小入熱域の△印では,溶け込み

が母材の裏側まで貫通しなかった条件である

Fig。 7(a),(b)お よび (c)に ,得 られた代表的な溶接ビ

ー ドの外観写真としてそれぞれ,Fig 6中 のO印 ,□ 印お

よび△印の例を示す

Fig 6中 の印の右上あるいは右 ドに記された数字はその

条件で得られた溶接継手の引張強度 (MPa)の 平均値で

ある なお、不連続ビー ドは連続部分を選び,引張試験片

を作成した 全体的な傾向として,継手引張強度には溶接

条件による大きな変化は認められず,概ね20～ 30 MPaの

範囲の低い値であつた

次に.Fig.8に レーザ出力 4kW,溶 接速度 8m/min

の条件で得られた溶接継手断面の OMによる組織を示す .

3%ナ イタールによるエッチングを行つた結果である 低

倍率 OM写真より溶接金属部にはミクロ害Jれ の発生は認

められなかったが,溶融部内および溶融境界部にマクロ的

な組成偏析によると考えられる変色模様が見られた

SEM― EDXを 用いた元素分析により,Fig lを 参照する

とA13Mg2あ るいは Al17Mg12の 金属間化合物相の存在が

推定 された また,継手引張試験後の破断面において

XRD分析を行った結果を Fig.9に示す 破断位置は溶接

金属部内であつた Fig.9よ りAl合 金側,お よび Mg合

金側の破断面からはそれぞれ "Alおよび α―Mgが主に検

出されるとともに,いずれの破断面からもA13Mg2相 およ

び Al17Mg12相 が同定された このことは、継手引張試験

における破断は溶接金属部に形成されたこれらの金属間化

合物相を介していると考えられ,直接接合による溶接継手

の継手引張強度が低い値を示した理由であると考えられる

Fig.8  0ptical nlicroscope image of cross section of

weld metal of A6061/AZ31 loint Without

filler metal.

Fig. 9 X-ray diffraction patterns of fracture surfaces

in weld metal after tensile test.

0詭et/mm

Fig.10  Schematic illustration of different offset con―

ditions at A6061/AZ31 buttioint and weld‐

ing result

312 溶接継手形成に及ぼす ビームオフセッ トの影響

Fig.10に ,レーザ出力 8kWお よび溶接速度10m/min

の一定条件 にお いて,Al合 金側 と Mg合 金側 に 0～ 10

mmの範囲で0.2mmビ ッチでレーザ照射位置をず らした

際のオフセット位置の模式図とその溶接結果を示す 自Jの

意味は Fig 6と 司様である また,Fig.11に Fig 10中

の継手のうちオフセ ットなしの継手 とAl合 金,お よび

Mg合金側にそれぞれ06mmオ フセット位置で得 られた

（望
ｃ
コ
ｅ
↓
ら
一ｏ
ｃ
２
ニ

囲̈
(b) Mg alloy side fracture surface

Diffraction angle,2e
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Fig.11 Appearance of laser welded joint of A6061/
AZ37 butt joint at different offset condi-
tions.

00    02    o4    06    08    10

0fFset to Al side/mm

Fig。 12  Tensile test result at different offset cOndi―

tions Ofノ 生6061/AZ31 buttioint at 8 kヽ lr,10
m/min without iller metal.

継手における溶接ビー ド表面および裏面の外観写真を示す

Al合 金側06mmォ フセット位置をずらして得られた継手

は貫通ビー ドになったが,オ フセットなしの継手は不連続

ビー ドを呈した なお,Fig 6で レーザ出力 8kWお よび

溶接速度10m/minで は□印であった Al合金側は広いオ

フセ ット条件で良好な継手が得 られたのに対 して Mg合
金側では溶け落ちビー ドとなったのは, レーザ吸収率が

Alと 比べて Mgが大きいためである

同様に,レーザ出力8kWお よび溶接速度10m/minの
一定条件において,Al合金側に 0～ 1.Ommの 範囲で02
mmずつレーザ照射位置をずらして得られた溶接継手の引

張試験結果を Fig.12に 示す。Al合 金側オフセ ッ ト10
mmの条件に関しては,溶接継手から作成した引張試験片

が引張試験機に取付中に破断したためにその継手強度は 0

MPaと した Fig 12に示すように,Al合金側にオフセッ

トを変えることによリオフセット条件の変化によって表面

と裏面ともに滑らかなビー ドをもつ継手が得られたが,そ
の引張継手強度は全体的には大きな向上には至らなかった

Fig。 13に ,Al側06mmオ フセ ット位置で得 られた溶

接継手の断面マクロOM写真を示す Al合 金側にオフ

セ ット位置をず らすことにより溶接金属中の Mgの 溶融

混合量が制限されるため,エ ッチングによるマクロ的な変

30軽 金 属 溶 接 Vo1 57(2019)No 5

Fig. 13 OM image of cross section of welded joint,
(a) whole macro structure and close up pho-
tos at fusion boundaries of (b) A1 a1loy side
and (c) Mg alloy side.

Fig。 14 SEI and EDX analysis results of crOss sec―

tion of 、「elded ioint Observed by lov「 and
high magnificatiOns,(a)sanlple A,and (b)

sample B atfusion boundary along AZ31 NIg

alloy side with 8 kヽ V and 10 m/min.

色域は Mg合 金母材 との溶融境界部に限定 されてお り
,

Fig 8に示したオフセットな しの糸H織 とは大きく異なった

また,Figs.14(a)お よび (b)に オフセ ット量 Al合 金側

06mmお よび08mmに おける溶接継手断面 の低倍率お

２０

１５

Ю

５

０
Ｌ
ヽ
こ
ヽ
三
一Ｏ
Ｃ
Ｏ
」
∽̈
０
一一∽
Ｃ
Ｏ
ト

(a)Sample A 10_6 mm ofFsetto A:sde)

(b)Sample B(0 8 mm offsetto Alside)

EDX area ana卜 sis of bu‖ lointimaoe rlow mac)

EDX area analysis of Mq a‖ ov side and fusion zone rhl■ h□an)

L川  l Mg¬
一一
・一
一一・・
一

・

1錮 l劇  lロ

|



よび WMと Mg合金の溶融境 界近傍 の高倍率 SEM像、

な らびに EDXに よる元素分析 (面分析)結果を示す。 こ

れ よ り,Mg合 金側 の溶融境界部では,Mg合 金母材 に

沿って Mg(約 60～ 70 at%)と Al(約 30～ 40 at%)が 分

布 した層が存 在 してお り,Fig lの 二元 系状態 図よ り

IMC(主に Al12Mg17)が 存在 していた と考 え られる 引

張試験においては, これ らの継手はこの領域で破断してお

り, この IMC層 が継手脆化 に影響 して いる と考 え られ

る。 この IMC層 の厚 さは Al合 金側へ のオ フセ ッ ト量 の

増加 とともに25μmか ら12 μmま で減少してお り,Mgの
溶融混合量の減少に対応 していると考え られる しか し

,

いずれもその厚さは数 |´ μmのオーダーであり,継手強度

の向上には, さらなる IMC層厚さの低減が必要と考えら

れる

32 Zn溶 加材を用いた突合せ溶接

321 継手強度に及ぼす溶接条件の影響

これまでの31の 結果より,A6061と AZ31と の直接接

合では IMC層 の形成の抑制は困難であることがわかっ

た そこで Znィ ンサー ト材を用いて Alと Mgの溶融混

合を抑制することを次の検討とした

予備実験によって10mmの インサー ト材を完全に溶融

し,且つそれが溶け落ちない溶接条件を選定し,その条件

を用いて,オ フセ ット位置を Fig 4に 示したように変化

させてレーザ溶接を行った 厚さ10mmの Znイ ンサー

ト材の中央をオフセットなし (Omm)と 定め,Al合 金側

にレーザ照射位置をず らして溶接を行った オフセット0

mmでは Al合 金母材がほとんど溶融せず接合できなかっ

たが,Al合 金側に03mmお よび04mmオ フセット量を

変化させた条件では継手が形成された しかし,Al合 金

母材 とインサー ト材の境界に相当するオフセ ット量05
mmでは Mg合金母材が溶融せず,継手は形成されなかっ

た 得られた溶接継手の引張試験結果を Fig.15に 示す .

継手 引張強度は03mmォ フセ ッ ト位 置では平均値67

MPa,最 大値90 MPaと なったが,0.4mmで は平均33

MPaまで低下した

さらに,90 MPaの 継手引張強度が得られた Al合 金側

03mmォ フセット条件において, レーザ出力および溶接

速度を変化させて, レーザ溶接を行った 得られた溶接継

手の引張試験結果を Fig.16に示す レーザ出力 lkWお
よび溶接速度 2m/minの 条件において,平均継手引張強

度133 MPaの高い値が得られた

322 溶接継手のミクロ組織観察

継手引張強度133 MPaを呈した継手の溶接部断面のマ

クロOM写真を Fig.17に示す 主に溶融した Znか らな

る溶接金属 (WM)の 溶け落ちもほとんど認められなかっ

た これは Znと Al合 金および Mg合金 との反応 によ

り,継手強度の脆化が改善されていることが要因として考

えられる.な お,WMと Mg合金母材の境界付近に黒い

丸状の部分が見られるが,これはィンサー ト材を挟んで溶

①O   ② 03 ③ 04 005
Oftset to Al side from center otZn insert I mm

Fig. 15 Effect of offset condition on tensile strength
of 46061/.4231 butt joint with Zn filler
metal.
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Fig. 16 Tensile strength of A6061/A231 butt joint
at different condition of laser power and
welding speed with Zn filler metal.

Fig.17 Cross sectional image of A6061/AZ31 dis―

similar butt ioint With Zn insert metal

接 した際に開先の凹凸が一部、空fLと して残留 してしまっ

たものと考えられる

次に,Fig 17の Al合 金母材および Mg合金母材 と溶接

鶴 凛|"

Az31 alloy
was not bonded
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Fig. 18 SEM microstructure revealed by SEM-
EDX analysis near interface between A6061
Al a11oy and WM using Zn fi1ler meta1.

Fig. 19 SEM microstructure revealed by SEM-
EDX analysis near interface between AZ31
Mg alloy and WM using Zn filler metal.

金属部 (WM)の 溶融境界部近傍の SEM―EDX観察結果

をそれぞれ Fig。 18お よび Fig。 19に示す  Fig 18よ り
,

Al合 金 との接 合界面付近では,主 に微細 に分散 した "Al
岡溶体および α Zn固 溶体か らなる共品組織が形成 され

た この領域においては,90 at%以上 Znが 占めていた

また Fig 18(b)の 自点線部内の,接 合界面 によ り近 い領

域では,WM内 と比較 して微細な ミクロ組織 (詳細は後

述す る)が 見られた 次に,Fig 19よ りMg合金母材 と

の溶融境界部付近の溶接金属部では,Mgと Znの at%比

において Mgの 割合の方が大きい部分 (Fig 19に お いて

Mg合金母材 に近 い主 に灰色の コン トラス トの部分)と
Znの 割合 の方が大 きい部分 (Fig.19に お いてよ りWM
側 の主に自に近 いコン トラス トの部分)が確認された
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Fig.20 TENI inlages of nlicrostructures near the in―

terface between weld metal,and(a)Al alloy

or(b)1/1g alloy

Mg―Zn系二元系状態図を考慮すると、前者は α Mg固溶

体 と Mg―Zn tt IMC相が微細 に分散 して組織であ り.ま
た後者は "Zn固溶体 と Mg―Zn tt IMC相が微細に分散 し

た組織と推定された 溶接 金属内音「に向かうにしたがって
,

Zllの 割 合が増大 して α―Zn岡 溶体が多 く形成 され,IMC
相は次第に減少 した

以上の結果よ り,Znィ ンサー ト材を用いることによっ

て Al Mg ttIMC相 の形成 を抑制 して適度な継手強度 を

有する異材継手が得 られることが明 らかになった。

Fig 18お よび Fig 19に おいて,Fig 18(b)お よび Fig

19(c)中 の自点線内の領域のよ うな Al合 金および Mg合
金母材 との溶 il境 界近傍で確認 された ミクロ糸H織 につい

て, さらにミクロスケールで観察するため,透過型電 r顕

微鏡 (以 下 TEM)を 用いて観察 を行った その TEM観
察で得 られた WMと Al合 金および Mg合金 との界面 の

明視野像を Fig。 20に 示す 本研究では TEM―EDX点分

析 による成分分 I「 とX線 回折 によるマクロ的な形成相の

解析結果および状態図を基にして形成相を推察 した,分析

結果 よ り,Al合金 との溶融境界部近傍 (Fig 20(a))で

は,大部分を Znが 占める領域,((al)領 域)WM中 の

自に近 いコン トラス トの粒状 の部分か らな る多量 の Al

(80 at%以 上)と 少量の Zn岡溶体か らなる領域 ((a2)

領域),お よび WM中 の黒 に近 いコン トラス トの部分か

らなる少量の Mg(20 at%以 下)と 多量の Znか らなる領

域 ((a3)領域)の 分布が確認できた Al Zn二元系状

態図および Mg―Zn二元系状態図よ り、 (a2)領 域では多

量の α―Al固溶体および少量 α―Zn固溶体か らなる共晶組

織が形成 され,(a3)領 域では少量の Mg―Zn tt IMC相

と多量の α―Zn固溶体か らなる共晶組織が形成された と考

え られる

一‐
方,Mg合 金母材 との溶融境界部近傍では,点分 l「 結

果よ りZnが 60～ 70 at%、 Mgが30～ 40 at%を 占める領域

(Fig 20中 の (bl)領域)と Znが 10～20 at%,Znが 80

～90 at%を 占める領域 (Fig 20中 の (b2)領域)に 区分

WM internal



(a) Al alloy s,de tracture surhce

(b)M9a‖ oy side Fracture surface

し

,     ′
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Fig.21  X‐ ray diffraction patterns on the fractured

surfaces of(a)Al alloy side and(b)Mg al

loy side of A6061/AZ31 joint after tensile

test with Zn insert

さオ1た  (b2)領 域は部分的にラメラ構造の共晶組織が

確認 された。点分析結果 と Fig 3の 二元系状態図よ り
,

(b-1)領域では "Zn固溶体 と IMC相 か らなる組織,(b―

2)領域では α Mg固 溶体 と IMC相 か らなる組織が形成

されたと考え らオ■る.

以上,SEMお よび TEM観 察 と EDXを 用 いた組成分

析よ り,Zn溶加材をインサー ト材 として用 いた溶接では

Al Mg ttIMC相 の形成が抑制できることがり]ら かになっ

た 一方,Mg― Zn tt IMC相 は形成されたが,Al合 金母

材 との溶融境界部付近で IMC ttHの 形成量が減少 した こ

と,お よび Mg合金母材 との溶融境界部付近で固溶体 と

微細なラメラ構造 をもつ共晶組織を形成 した ことで,直接

接合 と比較 して継手強度が向上 したと考え られる

TEM―EDXに よる分 lFで は wMと Al合 金および Mg
合金 との界面での Znと Alお よび Mgの 原 子量組成 と状

態図の対応で IMCの存在が推定できたが,IMCの 具体的

な相までは確認できなかった そ こで,引張試験後の破断

面で観察 さオ
´
1た IMC相 が何であるかを推察するため,破

断面に対 して RヽD分 析を行 った その結果 を Fig.21に

示す Fig 21に 示すよう l~、
破 Ih部 である溶接金属内で

は Al合金側および Mg合 金但1の いずオ1の 破面において も

Zn単体 のビー クが最 も強 く検 出さ′lた  また Al Mg系
IMC相 のビークも多少検出されたが Mg― Zn tt IMC相

のビークはよ り強 く検出さオlた 以上の結果か ら,こ の溶

接継手は溶融 した Zn溶加材 を主とする溶接金属内で破断

し,その位置は けAlお ょび "Zn日 溶体を主とした Al合

金側 ではな く,Mg―Zn tt IMC ttHを 主 とした Mg合金側

と推察される

4 結    言

本研究では,様 々な溶接バラメータを変化 させて Al合

金 と Mg合 金の レーザ溶接 による突 合せ異材接 合を行 っ

た 得 られた溶接継手の引張強度および接合界面の組織観

察を行い,高い継手強度が得 られる溶接条件の検証および
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継手引張強度 と IMC相 との関連性について検討 した そ

の結果,以 ドの知見を得た

11, 溶加材を用いない直接接合では溶接バラメータ (レ ー

ザ出力,溶接速度,レ ーザ照射位置)の選定によ り溶

接割れの無い継手が得 らオ1たが,その継手強度は概ね

20～ 30 MPalT度であった 継手強度が低い原因とし

て,溶接金属部に Al Mg ttIMC相 (A18Mg2お よび

Al17Mg12)が塊状あるいは接合界面では層状に形成 さ

れたことが影響 している

●  レーザ照射位置 (オ フセ ット位置)は,継手形成およ

び継手強度 に影響を与えた Al合金側 にレーザ照射

位置を02～ 08mmの 範囲でず らす ことで割れのない

良好な継手が得 られた また, このときの溶接金属の

大部分は Al岡 溶体本Hか ら成ってお り、IMC ttHは 溶接

金属 と Mg合金母材の溶融境 界部 に沿 って層状 に形

成 され た  この IMC層 厚 さは Al合 金側 へ のオ フ

セ ッ ト量の増加により約 12 μmまで減少したが,その

形成を抑制することはできなかった このため,継手

強度の改善効果は得 られなかった  ‐
方,Mg合 金側

にレーザ照射位置をず らした場合には,割れが発生 し

た

13, 溶加材 として,厚 さ1.Ommの Znイ ンサー ト材 を接

合界面に挟んで レーザ溶接 を行 った結果,Al合金 と

Znイ ンサー ト材 を溶高1し ,か つ Mg合 金はほとん ど

溶融 しないように溶接条件 とビーム 1照 射位置を調整す

ることによ り,Al Mg tt IMC lllの 形成を抑制 して最

大で約133 MPaの継手強度が得 られた
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