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まえがき＝近年の世界的な環境意識への高まりから，石
油を代表とする化石燃料の消費抑制，二酸化炭素排出量
の削減が産業界に求められている。なかでも，自動車に
対する風当たりは厳しくなりつつあり，各国で燃費に関
する規制強化が図られる見通しである。燃費の向上策と
しては，パワーユニットとしての効率化や脱ガソリン化
といった動力系の改善と，車体軽量化の二つがある。後
者については，鋼からアルミニウム合金や炭素繊維強化
樹脂（CFRP）といった高級軽量素材に置換する手段の
採用が，主に高級車分野で進みつつある。いっぽう，大
衆車から高級車全般に対して，一般鋼から高張力鋼，さ
らには超高張力鋼に置換することによって得られる板厚
低減策が現実的手段として進められている。
　本稿では，鋼の接合法として抵抗溶接法と並んで主力
であるアーク溶接法について，鋼板板厚減および高張力
化への対応に関する技術動向を紹介する。

1 . 自動車に用いられる接合技術

　本稿が対象とする自動車のみならず，素材に金属を用
いる工業製品の一般的なものづくりの過程を極めて単純
に示すと図 1 のように描ける。素材は，単純無

む く

垢な状態
から加工をスタートするが，①切断→②曲げ→③接合→
④塗装という加工プロセスを経て製品になる。すなわ
ち，無垢状態でいくら優れた特性を示す素材であって
も，加工プロセスに難があれば工業製品としての実用化
は難しくなる。換言すれば，これら加工プロセスの技術
力を向上させない限り，難加工性素材を使いこなすこと
はできない。高張力鋼板はこれに当てはまる素材であ
る。いずれの加工プロセスにおいても課題があり，改善

が求められている素材の一つである。
　図 1 に示した接合工程においては，接合部が一般的に

（a）形状的不連続，（b）材質的不連続という二つの不
連続性を有することから破壊の起点，伝

でん

播
ぱ

対象になりや
すい。このため，部品として，さらには車体としての耐
久性，安全性に強く影響を及ぼすことから接合工程は極
めて重要な工程といえる。
　自動車における具体的な接合技術としては，抵抗スポ
ット溶接法を思い浮かべる人が多いと思われる。しか
し，図 2 に示した国内溶接ロボットの2015年出荷台数統
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図 2  2015年国内溶接用ロボット出荷台数と比率 1 ）

Fig. 2  Domestic shipments of welding robot systems in 2015 1 ）

図 1  一般的な金属加工の工程
Fig. 1  Step of general metal processing
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計 1 ）からわかるとおり，アーク溶接ロボットの方が抵
抗溶接ロボットよりも大きな市場となっている。ただ，
抵抗溶接ロボットのほとんどが自動車市場とされるのに
対し，アーク溶接ロボットは建築鉄骨などの厚板市場向
けが含まれている。したがって，そのまま比較はできな
いが，アーク溶接ロボットの95%は自動車向け 1 ）とされ
ていることから，アーク溶接が自動車の主力接合法の座
にある事実には変わりがない。なお，次世代の溶接技術
と呼ばれて久しいレーザ溶接ロボットはいまだにわずか
0.4%にすぎない。
　表 1 に抵抗スポット溶接法とアーク溶接法の特徴を
示す。抵抗スポット溶接法は非常に薄い鋼板に好適で，
熱ひずみが少なく，スパッタやヒュームといった部材を
汚す短所がない。このため，モノコックボデー骨格

（Body-in-White：BIW）や，これに取り付けられるバン
パなどのハングオンパーツといったアッパボデーの溶接
に多く用いられている（図 3 ）。
　いっぽう，アーク溶接法は比較的厚い鋼板でも高い強
度が得られ，かつ連続線溶接ができるため高い剛性を得
るのに優位である。この特徴から，サスペンションに代
表される足回り部材（Underbody Parts）や，トラック
などの大型車に用いられるラダーフレーム構造に多く用
いられている（図 4 ）。

2 . 足回り部品用アーク溶接技術

　従来，アーク溶接が主対象としてきた足回り部品にお
けるアーク溶接技術の動向，および抵抗スポット溶接が
得意としてきたボデー骨格分野にアーク溶接を適用する
ための技術について紹介する。
　車体重量を支える足回り部品には，静的強度だけでな
く，高い疲労強度や剛性が求められる。そのため，軽量
化のために板厚を薄くするのはアッパボデー部品よりも
難しいとされ，今も590MPa級以下の高張力鋼板が主流
である。今後，780MPaあるいはさらに980MPa級への
チャレンジが活発化してくるであろう。
　足回り部品には上記の機械的性質以外に，特徴的な必
要性能として，さびの経年進行に伴う減厚の抑制，すな
わち耐食性が挙げられる。地面に近い箇所の部品には，
走行時の跳ね上げによる水の付着だけでなく，寒冷地に
おいて融雪剤として散布される塩までもが付着する過酷
な環境に曝

さら

される。鋼素材を高強度化して板厚を薄くし
ても，耐食性能そのままでは腐食進行に伴って早期に耐
久限界を迎えることになる。すなわち保証期間が短くな
る。この問題を回避し，足回り部品を軽量化するには耐
食性能を向上させる必要がある。
　鋼板の耐食性を向上させる現実的手段は，①防せい表
面処理を行うことと，②塗装である。
　防せい表面処理の代表は亜鉛めっきである。亜鉛めっ
きは犠牲防食作用によりさびを防ぎ，めっき塗膜端から
1 mm程度離れた箇所の非めっき部まで防食機能が作用
するとされている。いっぽう，自動車部材における塗装
の代表は電着塗装（カチオン塗装とも呼ばれる）である。
前処理として化成処理を行い，緻密で強固なりん酸塩皮
膜を生成させ，その上に塗装皮膜層を形成させることで
水や塩分から鋼板を保護する。
　しかし，これらの処理をしても実際の部材製品には早
期にさびが発生することが多い（図 5 ）。その主な発生
場所は鋼板切断端面と溶接部である。溶接部にさびが発
生する最大の原因は，溶接スラグの発生に伴う塗装不良
である（図 6 ）。接合の次工程として塗装になることを
図 1 に示したが，接合品質は接合工程のみにとどまら
ず，後工程の品質にも強く影響を及ぼすということにな
る。
　また，亜鉛めっき鋼板を用いても溶接部にはさびが発
生しやすい。その理由は，溶接熱により亜鉛めっきが蒸
発し，結果的に①めっきによる防食機能と②塗装による
防食機能がともに失われるためである（図 7 ）。
　いっぽう、欧州高級自動車メーカの足回り部品を調査

図 4  サスペンション部品やラダーフレームの例
Fig. 4  Example of suspension parts and rudder frame

図 3  モノコックボデー骨格やハングオンパーツの例
Fig. 3  Example of BIW and hang-on-parts

表 1  抵抗スポット溶接法とアーク溶接法の比較
Table 1  Comparison between resistant spot welding and arc 

welding

図 5  サスペンション部品に発生したさび
Fig. 5  Rust generated on suspension parts
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すると，塗装不良によるさび発生はほとんど見られない 
（図 8 ）。日本の自動車メーカ各社は，この品質差異は溶
接技術と化成･塗装技術の差異が原因と認識しており，
問題視しているとのことである。
　さらに，亜鉛めっき鋼板は非常に溶接性が悪いという
短所を持っており，溶接時に気化した亜鉛ガスが溶接金
属内にとどまり，ブローホールやピットといった気孔欠
陥を多量に発生させる 2 ）。
　当社ではこれまで，スラグ低減による塗装性改善およ
び亜鉛めっき鋼板での気孔欠陥低減に取り組んでおり，
それぞれMX-MIG溶接法 3 ），4 ），J-Solution Zn 5 ），6 ）と呼
ばれるアーク溶接法，およびそれを実現する構成要素で
ある溶接材料を開発，実用化してきた。しかし，スラグ

低減のための手段と耐気孔性改善のための方策は，溶接
材料設計やシールドガス組成といった要素が二律背反関
係にあるため，同時に実現することが困難であった。
　それでもなお，足回り部品の今後の軽量化には，高張
力亜鉛めっき鋼板の採用と溶接部のスラグ低減による塗
装性の改善がともに不可欠という要求を受け，さらなる
新溶接法の開発を行ってきた。その結果，マツダ（株）
との共同研究によって開発したのが亜鉛めっき鋼板対応
低スラグ溶接法である 7 ），8 ）。従来溶接法，過去の当社開
発溶接法および新溶接法の比較を表 2 に示す。
　新溶接法は，溶接材料として安価で使い勝手の良いソ
リッドワイヤを前提に，スラグ発生量が少なくかつ凝集
性に優れた成分設計とした。さらに，Ar比率の高いシ
ールドガス組成と汎

はんよう

用パルス溶接電源を組み合わせるこ
とにより，スラグ低減と亜鉛めっき鋼板での耐気孔性を
バランスさせているのが特徴である。
　また，新しい規定として，シールドノズルの径を自動
車用としては比較的大径サイズに制限を設けているのが
もう一つの大きな特徴である。シールドノズルは一般的
に，狭

きょうあい

隘な箇所への侵入性を優先し，内径φ16mm以下
の細径が好まれるのが自動車業界での慣例であった。こ
の程度であれば，スラグ量を気にしない従来溶接法であ
れば特段の問題はなかったが，極限までスラグ量を減ら
すための溶接法では，細径ノズルで生じる微量なシール
ド不良が大気中の酸素分の混入を許し，スラグ生成量を
増やしてしまうことが本取り組みの過程で発見された。
実験結果の一例を表 3 に示す。酸化性の強いAr80%＋
CO2 20%ガスではスラグ量が高位一定で，ノズル径の影
響はあまり見られない。いっぽう，酸化性の低いAr95%
＋CO2 5%ガスではスラグ量が低位であり，かつノズル
径が大きいとビードの際にスラグがほとんど発生してい
ないことがわかる。つぎに，シールドノズル内径とシー
ルドガス流量との相関性を確認した結果を図 9 に示す。
過剰なガス流速が乱流を起こしてシールド不良になると
仮定すれば，細径ノズルではガス流量を下げればスラグ
量が低位となるはずである。しかし図 9 の結果ではそう
はなっておらず、シールドノズル内径が最も支配的な要
因になっている。
　シールドノズル内径が大気の巻き込みに支配的影響を
有する理由はまだ完全には解明できていないが，図10

図 6  スラグと塗装不良およびさびの発生
Fig. 6  Slag, lack of paint, and rust generation

図 7  溶接部における防せい処理の状態
Fig. 7  State of rust preventive treatments neighbor the weld

図 8  メルセデス･ベンツ Cクラス（2014年式）のサスペンション
クロスメンバ外観

Fig. 8  Appearance of suspension cross member of Mercedes-Benz 
C-class 2014 model

表 2  従来溶接法と新溶接法の比較
Table 2  Comparison between conventional and new welding processes
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に示す二つの理由が提唱されている。一つは，シールド
ガスの層流部において，摩擦力による引きずり効果で周
囲の大気を定常的に巻き込んでいるとするモデルであ
る。もう一つは，すみ肉溶接の際，トーチが鋼板に対し
て傾斜している状況において鋭角側でガスが渦を巻き，
局部的に大気を巻き込んでいるとするモデルである。後
者のモデルに対しては，渦の発生が起きていることをガ
ス流の可視化実験によって確認している。しかし，どち
らのモデルにしても，侵入した大気成分はガスの流れに

乗って大半は排出されるなか，中央部のアーク雰囲気に
まで到達する微量大気がスラグ生成量に影響を及ぼすと
考えられる。そのため，経路距離に直接関係するノズル
内径が支配的影響力を持つと考えている。本推論の正否
は今後の検討課題である。ただし，工業的には重要な影
響を及ぼす因子であることは間違いがないため，新溶接
法には不可欠なソリューション構成要素となっている。

3 . ボデー骨格用アーク溶接技術

3. 1　薄板溶接技術～ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法
　ボデー骨格やハングオンパーツでは，足回り部品より
も高張力鋼化が進んでおり，980MPa（1.0 GPa）～
1470MPa（1.5 GPa）にもなるギガクラスハイテン鋼の
採用も増えつつある。1 章で述べたとおり，ボデー骨格
の接合手段は従来，アーク溶接法よりも抵抗スポット溶
接法が主流である。しかし次節で述べるように，鋼板の
超高張力化の進展に伴い，抵抗スポット溶接法では高い
接合強度が得られにくい鋼板成分系が出現している。ま
た，薄板化に伴う部材としての剛性低下を補うために，
点接合から線接合への設計変更が進んできており，ボデ
ー骨格やハングオンパーツにもアーク溶接を適用したい
とするニーズがある。
　鋼板の薄板化が進むボデー骨格に対し，アーク溶接の
適用を増やすには，従来の課題である①過大な入熱に起
因する耐溶落ち性（図11）の改善と，②スパッタ量の
低減が不可欠となる。過去には①の改善手段として交流
溶接電源と細径ワイヤの組み合わせが実用化された
が 9 ），10），②のスパッタが多く，かつランニングコストが
高いという短所があった。これに対して最近は，①およ

図 9  ビード外観およびスラグ発生に及ぼすシールドノズル内径
とガス流量の影響（ガス組成；Ar95％＋CO2 5％）

Fig. 9  Influences of nozzle inner diameter and gas flow of shielding 
gas on bead appearance and slag generation (Gas composition; 
Ar95%+CO2 5%, Welding conditions are same as Fig. 8 's)

図10  シールドノズル径がアーク雰囲気に達する酸素濃度に影響
を及ぼす原因として考えられる 2 つのモデル

Fig.10 Two type models to be considered as the cause that the 
shielding gas nozzle inner diameter affects on oxygen 
composition to reach the arc atmosphere

図11  溶落ち不良
Fig.11  Burn through defect

表 3  シールドガス組成，シールドノズル内径，およびスラグ発生状態の関係
Table 3  Influences of shielding gas composition and inner diameter of shielding gas nozzle on state of slag generation
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び②を同時に達成する画期的な技術が実用化し，普及し
始めた。それがワイヤ送給制御短絡アーク溶接法と呼ば
れる技術で，その代名詞となっているオーストリア
Fronius社のCMT（Cold Metal Transfer）が先

せんべん

鞭をつ
けた11），12）。通常のアーク溶接法ではワイヤ送給を一定速
度で前進させるのに対し、本溶接法では数十Hzの周期
で逆送給をさせることにハードウェア上の特徴がある。
この動作と電流･電圧制御を組み合わせることで大きな
熱を発生させる。また，スパッタが発生しやすいアーク
期間を極力抑制しつつワイヤのジュール発熱を最大限利
用することによって低入熱に溶接することが可能とな
る。逆送給は，溶融池に移行した溶滴を強制的にワイヤ
から引き離す役割を担う（図12）。
　CMTは欧州，韓国，米国の自動車産業で広く普及し
ている。日本にも進出しつつあり，パナソニック溶接シ
ステム（株），（株）安川電機，（株）ダイヘンといった
溶接ロボットメーカが同思想の溶接ロボットシステムを
発売し，対抗している（図13）。これらの動きは，結果
的に顧客から見て選択肢を増やし，アーク溶接の極薄板
市場への進出の敷居を下げることにつながっている。
　ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法は，一般的に流通し
ている直径の溶接ワイヤを用いて極薄板が溶接可能で，
かつスパッタが非常に少ない（図14）。しかし短所の一
つとして，熱量が少ないゆえに溶接金属の広がりが悪
く，凸形状になりがちである。抵抗スポット溶接法では
形状が完全にフラットであるのに対し，過剰な凸形状が
問題となることがある。このようなニーズに対しては，
湯流れ性に優れ，当社固有の成分設計である溶接ワイヤ

「Familiarc注 1 ）MIX-50FS」4 ），16），17）が好適である（図15）。

3. 2　超高張力鋼板用溶接材料～Trustarc注 2 ） MG-S120T
　上述のように，ボデー骨格やハングオンパーツ，さら
にはシート用フレームには軽量化を図るべくギガPaク
ラスの超高張力鋼板が採用され始めている。一般的に，
溶接部には母材同等以上の継手強度が求められるが，超
高張力鋼板になると，従来の溶接材料では強度不足にな
るケースが出てくる。また，抵抗スポット溶接法やレー
ザ溶接法でも同様に強度不足になるケースがあることが
知られている18），19）。このように，溶接法によらず継手強
度の確保が難しくなるが，アーク溶接法はこれらのほか
の溶接法と異なって，溶接金属の成分を溶接材料から供
給し，制御することができるという特徴がある。このた
め，難溶接性鋼板においても現実的改善策を提示しやす
い。
　このような背景から，1180MPa級以下の超高張力薄
鋼板に対応したアーク溶接ワイヤとして，「Trustarc 
MG-S120T」を開発，販売開始した。従来の自動車向け
アーク溶接ワイヤはC-Si-Mn-S系の比較的シンプルな組
成であるが，MG-S120TはさらにCrやMoといった焼入
れ性向上元素を適量添加している一方，厚板市場向けと
異なり，過度な低温靱

じんせい

性性能などは要求されないため，
コストを考慮した最適設計となっている。
　継手性能の一例として，図16に板厚1.4mmの980MPa
級鋼板を重ね，すみ肉溶接した継手の引張強度におよぼ
す溶接ワイヤの影響例を示す。従来ワイヤとは一般的に
最も使われている490MPa級JIS適合材であるが，継手

図12  ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法の周期的挙動13）

Fig.12 Cyclic behavior of wire feed controlled short arc welding 
process13）

図13 ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法機能を持つ溶接ロボット
システム（（a）；Fronius, （b）パナソニック溶接システム, （c）
ダイヘン, （d）安川電機）

Fig.13 Robot systems with wire feed controlled short arc welding 
process ((a) ; Fronius, (b) Panasonic welding system, (c) 
Daihen, (d) Yaskawa electric)

脚注 1 ）Familiarcは当社の登録商標（第5114866号，第5114918号）
である。

脚注 2 ）Trustarcは当社の登録商標（第5114864号，第5114916号）
である。

図15  ワイヤ送給制御短絡アーク溶接法※に適用した場合の従来溶
接ワイヤと MIX-50FSのビード断面形状の比較

 （※Fronius CMT使用, 平均ワイヤ送給速度一定）
Fig.15 Comparison of bead shape between conventional welding 

wire and Kobelco MIX-50FS applied to wire feed 
controlled short arc process※

  (※Fronius CMT tested. Average wire feed rate:constant)

図14 （a）従来アーク溶接法と（b）ワイヤ送給制御短絡アーク溶
接法※のスパッタ発生状態の比較  （※Panasonic Active 
TAWERS使用）

Fig.14 Comparison of spatter generation between (a) conventional 
arc process and (b) wire feed controlled short arc process※

 (※using Panasonic Active TAWERS)
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強度は母材強度に比べて大幅に低い。いっぽう，MG-
S120Tを適用した場合は，母材同等にまでは達していな
いものの強度は向上している。なお，この場合の破断位
置は溶接金属－母材境界面であった。
　つぎに，抵抗スポット溶接法と同じく点溶接としてア
ーク溶接を用いる，いわゆるアークスポット溶接法を用
いて，JIS Z3137十字引張強さ（以下，CTSという）に
及ぼす鋼板の強度，炭素当量，溶接法および溶接材料の
影響を調査した結果を図17に示す。抵抗スポット溶接
法は，鋼板の強度と炭素当量が上昇するにつれてCTSが
低下する短所がある。いっぽう，アークスポット溶接法
は抵抗スポット溶接法ほど鋼板強度と炭素等量の上昇に
は悪影響を受けず，とくにMG-S120Tと組み合わせた場
合，安定して高いCTSが得られる。前節で述べたワイヤ

送給制御短絡アーク溶接法を組み合わせたアークスポッ
ト溶接法の外観と断面マクロ写真を図18に示す。スパ
ッタ付着がなく，かつ良好な溶込み形状が得られてい
る。

むすび＝アーク溶接法は古くから用いられている接合法
であるが，その溶接法，溶接材料は電気，機械，材料分
野のテクノロジー進化を取り入れて今も発展を続けてい
ることを示した。自動車の足回り部品とボデー骨格では
鋼板の種類や必要とされる溶接継手の性能が異なるが，
アーク溶接法は低コストかつ高強度，つまり費用対効果
に優れた接合法として，鋼板の超ハイテン化が進むとと
もに今後むしろ存在感を増していくと考える。
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図16 980MPa級鋼板に対して，汎用ワイヤ（JIS Z3312 YGW16）
とMG-S120Tを適用した場合の重ね継手引張強度の比較

Fig.16 Comparison of tensile strength of lap weld joint between  
conventional welding wire (JIS Z3316 YGW16) and MG-S120T 
appied to welding of 980MPa class steel sheets

図17 十字引張強度に及ぼす鋼板強度，炭素当量，溶接法，溶接
材料の影響

Fig.17 Influence of tensile strength of steel sheet, carbon equivalent, 
welding method and consumable wire on cross tensile 
strength

図18  アークスポット溶接法の外観と断面マクロ写真
Fig.18  Appearance and cross section of arc spot welding


