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要旨 

純チタン（Ti）とアルミニウム（Al）合金の溶融接合は難しく，ワイヤ+アーク放電による金属積層（WAAM）を用いたAl 合金上への純Ti 層形成は

困難である．本研究では，Al 合金内部に純Ti の 3 次元格子構造を造形し，構造的な結合を有したWAAM 異種金属積層法を提案する．電圧値とアーク

発生狙い位置を制御することで，Al合金上にワイヤ材相当の純Ti層を造形した．また，Al合金内部の純Ti構造の形状が結合強度に与える影響を明らか

にした． 

 

1. 緒言 

チタン（Ti）及びアルミニウム（Al）材料は高比強度，低コスト，耐腐

食性等の優れた機械的特性を有する．そのため，この 2 種の材料を組み

合わせたマルチマテリアル製品の開発は，自動車，航空宇宙産業等を中心

に広く期待されている．しかし，TiとAlは溶融接合の際に脆弱な金属間

化合物（IMC）の層が形成され接合強度を低下させるため，溶接が困難な

組み合わせとして知られる． 

本研究で用いるワイヤ+アーク式付加加工（Wire and Arc Additive 

Manufacturing: WAAM）技術は，アーク放電によって金属のワイヤ材料を

溶融・固化することで三次元造形を行う．WAAMは複数種の材料を使用

可能，選択的な材料供給が可能であることから，マルチマテリアル製品へ

の応用が期待される．しかし，WAAMではアーク溶接を用いるため， 純

Ti層をAl合金上に積層することは困難である．一方，低電圧条件を用い

ることで，純TiとAl合金は材料の混合がほとんど生じず，接合はできな

いがワイヤ材相当のビードを堆積できることを予備実験で明らかにした． 

そこで本研究では，WAAMを用いて異種金属が3次元的に入り組んだ

構造を造形することで，構造的な結合を造形物に付加する，新たな積層方

法を提案する．図1に示すように，直交3軸方向に沿った純Ti骨組み構

造を内部に有した，純Ti/Al合金異種金属積層物を本研究の目標形状とす

る．本研究の第一の目的を，Al 合金への溶け込みの形成を抑制し，かつ

純 Ti 同士を十分に融合させる，Al 合金上部への純 Ti 層の造形方法の確

立とする．第二の目的を，純Ti 格子構造部の間隔が引張方向の結合強度

に与える影響の調査とする．本研究における結合強度は，最初に降伏を示

した荷重を試験片の原断面積で除した値と定義する． 

 

 

Fig. 1. Dissimilar metal structure with structural strength. 

 

2. Al合金上への純Ti層の造形 

Al合金上にワイヤ材相当の純Ti層を形成するための造形手順を調査

した．使用したWAAM装置を図2に示す．WAAM装置は，産業型ロボ

ット（ARC Mate 100iD，FUNAC），二軸ポジショナ，Cold metal transfer

（CMT）溶接機（Fronius TPS 400i，Fronius Co.）から構成されている． 

図3に造形手順を示す．同種・異種金属間での溶け込みの制御におい

て重要な造形条件は，電圧値とアーク発生狙い位置であると考えられ

る．純Ti多列ビードをAl合金上に造形する場合，先行して造形した純

Tiビードの側面に向けてアークを発生させることで，Al合金側に溶け込

みを形成させず，純Ti同士を融合できる．そこで，電圧値，トーチ傾斜

角度，造形パス間距離が同種・異種金属間の溶け込みに与える影響を調

査した．特に，純Tiビード幅（w [mm]）に対する造形パス間距離（d 

[mm]）の比である，クロスフィード（CF [%]）に着目した．CFは次式

のように定義する． 

𝐶𝐹 =
𝑑

𝑤
∙ 100 (1) 

はじめに，Al合金プレート上に長さ50 mmの純Tiビードを1本造形

する．このとき，Al合金への溶け込みを抑制するために，電圧値を12.7 

Vと低くし，5 mm造形する毎に5 sの冷却を行う工程を繰り返した．次

に，前パスのビードの側面に純Tiビードを4本造形した．このとき，純

Ti同士の溶け込みを促進するため19.2 Vの高電圧条件を用いた．また，

45°のトーチ角度をつけ，アーク発生位置を1つ前に造形したビード側面

に狙うことでAl合金プレートの溶融を抑えた．表1に実験条件を示

す．純Tiワイヤ材にはS Ti 0120J（WT2G，Daido Steel Co., Ltd.）を，サ

ブストレートのAl合金材にはA5052を用いた．CFは40%と67%の2

条件で造形を行った． 

 
Fig. 2. CMT-WAAM system. Fig. 3. Schematic of fabrication process. 

 

Table 1. Experimental conditions for deposition of pure Ti. 

Welding current  A 137, 140 
Welding voltage  V 19.2, 12.7 

Wire feed speed  m/min 9.0 

Torch feed speed  mm/mi 450 

Cross feed CF  
 40，67 

Flow rate of argon shielding gas L/min 15 

Inclination angle of welding torch ° 45, 0 

 

造形結果を図4に，造形開始点から30mmの位置の断面を図5にそれ

ぞれ示す．図5より，CF 40，67%のいずれにおいても，融合不良のない

純Tiビード層が形成されていることがわかる．しかし，CF40%ではAl
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合金と純Tiは融合していないが，CF67%ではAl合金プレートが大きく

溶融している．これは，CFが大きい条件において，造形したビード幅

とトーチの移動量の差が蓄積した結果，Al合金にアークが発生したため

と考えられる． 

以上より，純Tiビード1本目の造形では低電圧12.7Ｖを，2本目以降

の造形では高電圧19.2Ｖ，トーチ傾斜角度45°，CF40%を適用すること

で，アークは常に前パスの純Tiビード側面に発生し，Al合金を溶融さ

せず，かつ，融合不良のない純Ti層を形成できることを明らかにした． 

 

 

Fig. 4. Fabricated objects. Fig. 5 Cross section of objects, 

（a） CF; 40%, （b） CF; 67%. 

 

3. Al合金と純Tiを用いた異種金属積層物の結合強度 

純Ti格子構造が12，16，20 mm間隔で並ぶ構造を想定して，それぞれ

の単位格子である1辺が12，16，20 mmの正方形断面を持つ四角柱形状

の試験片を作製し，引張試験を行った．引張試験片は積層物をフライス加

工することで作製した．表 2 に，純Ti/Al 合金異種金属積層物のAl 合金

の造形条件を示す．Al 合金ワイヤは A5356-WY（WEL MIG A5356-WY, 

NIPPON WELDING ROD Co., Ltd.）を用いた．純Tiの造形条件は表1と

同じとした．図6に純Ti/Al合金異種金属積層物と引張試験片の目標形状

を，図7に作製した純Ti/Al異種金属積層物と試験片の写真を示す．純Ti

柱構造部の直径は6mmとした． 

 

Table 2. Experimental conditions for deposition of Al alloy. 

Welding current  A 153, 250 
Welding voltage  V 20.1, 20.7 

Wire feed speed  m/min 9.0 

Torch feed speed  mm/min 800, 1400 

Cross feed CF  92, 67 

Flow rate of argon shielding gas L/min 15 

 

Fig. 6. Process for fabricate test 

pieces. 

Fig. 7. Fabricated object and test pieces 

after milling process. 

 

すべての引張試験の荷重-ストローク線図を図8に示す．図8より，

12，16，20 mm角の順で最大荷重，降伏時の荷重が増加していることが

わかる．また，同じ断面積の試験片の試験結果は同様の傾向を示してい

る．試験後の試験片の写真を図9に示す．12，16 mm角の試験片では，

最初に純Tiの十字構造下部がAl合金ブロックから剥離した．同時に十

字構造部の下部を起点としてAl合金に亀裂が生じ，亀裂が進展した結

果Al合金部で破断した．一方，20 mm角の試験片では，12，16 mm角

と同様に亀裂が進展したが，最終的に純Tiの柱構造部で破断した．この

ような破断の形態の違いは，純TiとAl合金それぞれの最小断面積部に

おける降伏荷重が支配的要因である．12，16 mm角ではAl合金の最小

断面積は小さく，Al合金側の降伏荷重が純Ti側を下回っていたためAl

合金部で破断した．一方，20 mm角ではAl合金の断面積が大きく，Al

合金側の降伏荷重が純Ti側を上回ったため，純Ti側で破断に至ったと

考えられる．図10に，各試験片サイズと結合強度の関係を示す．今回

使用した試験片寸法の中では，20 mm角の結合強度が最も高い．また，

先行研究のWAAM-Ti合金/Al合金異種金属積層の降伏応力30 MPa(1)と

比べて，本手法では50%高い45 MPaの結合強度を得た． 

以上より，純Ti単位格子構造部の間隔を適切化することで，従来手法

より高い結合強度が得られることを明らかにした． 

 

 
Fig. 8. Load-stroke diagram. 

 

 
 12×12 16×16 20×20 

Fig. 9. Test pieces after 

tensile test. 

Fig. 10. Comparison of our tensile test results 

and the result of previous research. 

 

4. 結言 

本研究では，WAAMを用いて純TiとAl合金の複合構造を造形し，引

張試験を行った．その結果，以下の知見を得た． 

1) 電圧値，トーチ傾斜角度，パス間距離を適切値に設定すること

で，Al合金を溶融させず，かつ，融合不良のない純Ti層をAl合

金上に形成することができた． 

2) 純Ti単位格子構造部の間隔を適切化することで，従来のWAAM-

純Ti/Al合金異種金属積層物より50%の強度向上を達成できた． 
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