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論 文 内 容 の 要 旨 

近年，機械構造物の省力化や省燃費化が叫ばれており，そのための手法が様々な観点から提案されているが，従来の構造

材料をより軽量なものに置き換え，機器全体として軽量化を図る方法が簡便で，かつ非常に有効と考えられている。その中

で，マグネシウム（Mg）合金は構造用合金中で最も軽量であり，代表的な構造用軽量合金のアルミニウム（Al）やチタン

（Ti）合金よりもさらに軽量性に優れる。したがって，鉄鋼部材だけでなく，Al合金部材もMg合金で置換することが期待

されている。しかし Mg 合金の絶対的な強度は，Al や Ti 合金に劣るために，その高強度化が求められている。さらに Mg
合金の大きな欠点として，高い反応性がある。Mgの粉末は，古くは写真撮影時のフラッシュとして利用されていたように，

炎に対して爆発的に反応するため，例えば切削加工時に発生する加工屑の処理にも厳重な注意を要し，そのような高反応性

が Mg 合金の汎用的な利用を妨げている。そこで，Mg 合金に Ca を添加することで反応性を著しく低減させた難燃性 Mg
合金というものが開発され，既に製品化されている。この難燃性Mg合金は，特に輸送機器用の構造用材料として期待され

ているため，その疲労強度評価や疲労破壊機構の理解が求められている。しかし，前述のように難燃性Mg合金についても，

従来の構造用軽量合金であるAlやTiより強度は低く，その高強度化が必要となっている。こうした背景から，本論文では，

難燃性Mg合金として開発されたAMX602を供試材とし，摩擦攪拌改質（FSP）により組織改質して高強度化することを試

みた。さらに一歩進んだ高強度化法として，FSP を応用した Mg 合金ベースの金属基複合材料（MMC）の作製を試みた。

鋳造Mg合金AZ91を母材とし，炭素繊維（CF）を強化材としたMMCを作製した。AMX602改質材，AZ91基複合材料の

いずれについても疲労試験を実施し，実働環境下で重要な指標となる疲労挙動について重点的に検討した。  
第1章の緒論では，はじめに構造用材料における疲労現象解明，特に疲労き裂発生機構の理解の重要性について述べると

ともに，摩擦攪拌改質による材料の高強度化や，複合材料創製に関する従来研究の成果をまとめた。さらに，本研究の目的

および構成について述べた。 
第 2 章では，難燃性Mg 合金AMX602 を FSP によって組織改質し，具体的な組織の変化を SEM やEBSD によって解析

した。さらに応力比R = -1（引張り－圧縮）で軸疲労試験を実施し，改質によって疲労挙動がどのように変化するか検討し

た。各種実験の結果，AMX602の納入材では，組織内にCaの金属間化合物（IMC）が多数分散していることが確認された。

すなわち，納入材は圧延工程を経ているため，IMCが組織内に不均一組織に分散しており，層状組織を形成していた。納入

材に FSP を施すと，動的再結晶により結晶粒が微細化するとともに，IMC の分布が均一化し，強い圧延組織を消失させる

ことに成功した。一方で，AMX602は時効性のある材料であり，FSP時の入熱によって軟化が生じた。疲労試験では，納入

材よりもFSP材の疲労強度が劣ることが判明したが，これは結晶粒微細化や組織均一化という強度向上要因があるものの，

入熱による軟化という強度低下要因が上回り，低い疲労強度となったことが判明した。一方，FSP材に後熱処理（時効）を

施し，硬さが上昇した部位から試験片を採取して疲労試験を実施したところ，納入材よりもわずかに疲労強度は上昇したも

のの，その上昇度合いはわずかであった。EBSDによる結晶方位解析の結果，FSPによって強い集合組織が形成されるため

に疲労き裂発生抵抗が低下し，十分な強度向上に至らなかったことを解明した。  
第 3 章では，鋳造Mg 合金AZ91 を供試材としたMMC の創製を行った。AZ91 に細いスリットを導入し，スリット中に

リサイクル・カーボンファイバー（リサイクル・CF）を封入した。FSPによってスリットを満たすCFをマトリックス中に

分散させることを試み，条件を最適化することによって顕著な欠陥を形成することなく，CF を分散させるとともに，マト

リックスの結晶粒を微細化することに成功した。また硬さ試験により，複合材料化によって高硬度化していることが確認さ

れた。しかし軸荷重疲労試験を行ったところ，硬さが向上しているにもかかわらず，疲労強度は納入材よりも低かった。破

面解析の結果，疲労き裂発生起点には凝集したCFのクラスターが存在しており，そのような組織不均一性が疲労き裂発生

抵抗を低下させ，納入材よりも低強度となったことが判明した。このように，一見CFがマトリックス中に均一分布してい

るような組織が得られたが，局所的な CF の凝集が発生しており，MMC の創製には，今後より均一な CF 分散が得られる
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ようなFSP条件の最適化，あるいはスリット形状や封入するCF長さなど，各種パラメータの最適化が必要であることを指

摘した。 
第4章の結論では，第2章と第3章の結果を総括するとともに，今後の課題および本研究で得られた成果の工学的有用性

について述べた。 

 
論文審査結果の要旨 

本論文は，軽量構造用材料であるMg 合金を供試材とし，強塑性加工法の一つである摩擦攪拌改質（FSP）という手法で

組織改質することで，強度向上を試みたものである。機械構造物，特に輸送機器の軽量化は喫緊の課題であり，Mg 合金の

ような材料を積極的に利用することが一つの解決方法になっている。しかし，Mg合金は絶対的強度がTi合金，あるいは従

来の鉄鋼材料よりも劣るため，高強度化することが望ましい。そこで本論文の第2章では，輸送機器用のMg合金として期

待されているAMX602を供試材とし，高強度化を試みている。AMX602は難燃性を持たせるために合金元素としてCaを添

加しているが，それにより金属間化合物（IMC）が形成され，圧延工程などによって不均質に IMC が分布した組織状態で

利用される。そのような組織不均一性は，材料強度の観点からは望ましくない。本章では，FSPによる強塑性変形を利用す

ることで，IMC の不均一分布を均一化するとともに，結晶粒を微細化すること成功している。一方で，AMX602 は加工硬

化した圧延材であるものの，FSP時の入熱によって軟化が発生するとともに，FSPによってMg合金特有の集合組織の強度

が強くなることが判明した。疲労試験では，FSP によって強度低下することが判明した。結晶粒の微細化と IMC 分布の均

一化は強度向上の因子となるが，軟化や集合組織は強度低下をもたらす。今回の組織改質では，前者の強度向上要因よりも，

後者の低下要因が上回ってしまったため，狙った疲労強度向上が達成できないことを報告している。疲労強度向上は達成で

きなかったものの，組織均一化も一つの大きなメリットであり，研究内容の工学的重要性が認められる。 
第2章では，FSPによる組織改質を行ったのみであるが，第3章ではより積極的に強化材を導入してMMCを作製するこ

とで，高強度化を試みている。本章では供試材AZ91に細いスリットを導入し，スリットにリサイクルしたカーボンファイ

バー（CF）を封入するとともに，FSPでリサイクルCFを金属内に分散させて高強度化する手法を採用している。FSPによ

ってMMCを作製する例は今までにも報告があるが，強化材としてSiCなどセラミックスを利用することがほとんどである。

しかし本論文では，リサイクル CF を強化材に用いている点に独創性が認められた。なおリサイクル CF を分散させること

によって硬さは大きく向上するものの，疲労強度の観点からは，局所的に凝集したリサイクルCFが破壊起点となるため，

疲労強度向上は達成できなかった。しかしながら，前述のようにリサイクルCFを利用するという独創的な視点，硬さとい

う重要な機械的特性は大きく向上している点，リサイクルCFの均一分散が達成できれば，疲労強度向上も望める可能性を

示した点などは工学的に極めて重要である。 
以上ように，本論文は新たな知見を見出しており，優れた工業的な有用性を持つ点でも評価できることから，学位審査委

員会は，この論文を学位論文に値するものと判断した。 

 

最終試験結果の要旨 

審査委員会は，上記のように本論文が学位論文として十分な内容と価値ある知見を含むこと，申請者が専門の分野で学位

授与にふさわしい専門知識と語学力を有することを確認し，最終試験に合格と判定した。 
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