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まえがき＝諸産業において高効率化の要求に応えるべ
く，構造物の大型化が日々進んでいる。それに伴い部材
の強度や剛性を高めるために鋼材の厚板化・高張力化が
試みられる。しかし，それらは溶接を行う際の低温割れ
感受性を増大させるため，溶接施工管理を難しくする問
題につながる。
　低温割れの要因は，①母材の要因（炭素当量など），
②水素に関する要因，③残留応力などの力学的要因，④
溶接部の熱履歴の大きく 4 つに分類される 1 ）。
　低温割れの防止技術はいくつか知られている。たとえ
ば，材料技術として溶接熱影響部に生じる硬化組織の発
生が抑えられるTMCP型高張力鋼が開発され，すでに
広く実用化されている。他の策としては，拡散性水素に
作用させるものが多く，最も一般的な手法は予熱・直後
熱を行って鋼中水素の拡散速度を高め，母材から離脱さ
せる方法がある。しかし，予熱・直後熱などの熱管理に
は多大な労力とエネルギーを要するほか，溶接施工環境
が高温で劣悪になるなど，安全衛生面の問題も重大であ
る。
　そこで，溶接金属の拡散性水素量が注目される。これ
を低減することにより，熱管理の緩和を図ることも大型
構造物の溶接施工管理策として重要である。
　本研究では，GMAW，FCAW溶接金属の拡散性水素
量に関して，これまでに研究されていない溶接ワイヤ中
の水分やその他水素源の発生，侵入経路を考察・確認し
た。この結果を元に，溶接金属の拡散性水素量を低減さ
せる溶接プロセスを考案した。さらに，本プロセスの実
用化に向けて開発した装置を用いて有効性に影響を与え
る因子について検討を行った。

1 ．拡散性水素低減溶接法に関する過去の研究

　溶接金属の拡散性水素を低減させる方法については，
過去に多く研究されている。研究の多くは溶接材料に関
するもので，最も古くは被覆アーク溶接棒における研
究 2 ）である。低水素化の手法は被覆剤中の水分量（含
水鉱物など）を低下させる原料選定，処理技術や，ガス
発生剤（水素非含有）によってアーク雰囲気の水素分圧
を低下させる設計技術が挙げられる。フラックス入りワ
イヤにおける水素低減手法としては，製造工程内でワイ
ヤ焼鈍を行う生産技術が研究されており，拡散性水素量
は0.5ml/100gのレベルまで低減されたとする報告例が
ある 3 ）。
　溶接材料以外では，特殊なシールドガスを用いる拡散
性水素低減溶接法が研究されている 4 ）。シールドガス中
にCF4を混合することにより溶接金属中の拡散性水素量
が低減するとされている。しかし，分解ガスの安全性の
懸念や，アークの安定性が阻害される問題があり，さら
にはCF4が温室効果ガスであることから使用が制限され
るなど，普及するには問題が多い。
　以上のように，溶接金属の拡散性水素量を低減させる
研究は多方面から行われている。しかし，溶接装置面か
らのアプローチは例が見当たらない。

2 ．特殊トーチを用いた拡散性水素低減プロセ
スの考案

　溶接というプロセスを経て，溶接材料から溶接金属へ
水素源が移動することは明らかであるが，どのような経
路で移動するのかは必ずしも明らかではない。そこで以
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下のように推測した。
　溶接中コンタクトチップ－母材間のワイヤは溶接電流
によるジュール発熱およびアーク熱によって加熱され
る。このとき，十分高温に加熱されると，熱エネルギー
によってワイヤから水素源が脱離すると考えられる 5 ）。
脱離ガスは周囲のシールドガス流に乗って溶滴やアーク
発生領域に輸送される。つぎに，溶融池に到達して水素
は溶接金属に溶解する。この推測が正しければ，ワイヤ
から脱離した水素源を多く含むワイヤ近傍のガスを，何
らかの方法で溶接系外に排出して溶滴や溶融池に接触す
る水素量を低減することにより，溶接金属への水素吸収
を抑制できると考えた。そこで，このアイデアが成立す
るかを確認するために特殊な溶接トーチを考案した。図
1 に特殊トーチの模式図を示す。このトーチはコンタク
トチップ－シールドノズル間に，さらに 1 層のノズル

（吸引ノズルと呼ぶ）を設けた 2 重ノズル式トーチシス
テムである。吸引ノズル内部の空間に負圧を発生させる
ことで，ガスシールドアーク溶接中にワイヤ近傍のガス
を吸引しながら施工を行うことができる。

3 ．拡散性水素低減プロセスのメカニズムと特
殊トーチの構造設計

　特殊トーチを用いた拡散性水素低減プロセスのコンセ
プトの有効性を検証し，かつ最適な構造設計とするため
に，ワイヤ温度の計算と確認実験を行った。なお，対象
とする溶接ワイヤはソリッドワイヤと比較して水素源を
多く含有するフラックス入りワイヤとした。
3. 1　溶接中のワイヤ温度分布推定
3. 1. 1　計算手法
　溶接中のワイヤ温度上昇による水素源脱離の仮説が妥
当であるかを検証することと，ワイヤ周囲ガスの最適な
吸引位置（吸引ノズルの長手方向のせり出し長）を決定
することを目的に，コンタクトチップから送り出された
後のワイヤ温度分布を推定した 6 ）。
　計算には以下の単純化したモデルを用いた。
（A） 熱伝達やアークの輻射（ふくしゃ）熱などを考慮

せず，ワイヤがジュール発熱によってのみ加熱さ
れると仮定。

（B） コンタクトチップから突き出されたワイヤがアー
ク領域に至るまでの時間は十分小さいと考え，熱
伝導は考慮しない。

（C） 考慮するジュール発熱は以下による。
　　①コンタクトチップ－ワイヤ間の接触抵抗発熱
　　②溶接ワイヤ自身での抵抗発熱

（D） 単純化のため，コンタクトチップからの給電はチ
ップ先端からのみであり，①の接触抵抗発熱につ
いては，発熱量の50％がワイヤへの入熱となる。

　なお，清水ら 7 ）によると，銅めっきなしソリッドワ
イヤではコンタクトチップ内部での分流によるワイヤ温
度上昇への影響は小さいことが報告されており，今回計
算対象としたフラックス入りワイヤは銅めっきなしであ
る。また，この報告中の計算において，接触抵抗発熱量
の50%がワイヤへの入熱と仮定されていることから，

（D）の仮定は妥当であると考えた。
　以上の仮定から，コンタクトチップ先端を原点とする
と，チップ－アーク間の温度分布は式（ 1 ）のように表
される。右辺第 2 項が①の，第 3 項が②による温度上昇
を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 1 ）

ここに，
　　T ：ワイヤ温度［℃］
　　x ：チップ先端からのワイヤ軸方向距離［m］
　　I ：溶接電流［A］
　　Rc ：銅めっきなしワイヤの接触電気抵抗［Ω］
　　m ：ワイヤの単位長さ当たりの質量［g/m］
　　vw ：ワイヤの送給速度［m/s］
　　c ：鉄の比熱 8 ）［J/gK］
　　Rw ：単位長さ当たりのワイヤ電気抵抗［Ω/m］
　計算に使用する物性値のうち，ワイヤの電気抵抗Rw

は定電流電源でφ1.2 mmのフラックス入りワイヤを加
熱しながら，一定長さのワイヤでの電圧降下と温度を計
測することで，温度特性を実測した結果を適用した。
　また，銅めっきなしワイヤの接触電気抵抗Rc には以
下の式（ 2 ）7 ）を用いた。
　　Rc ＝1.2×10－2－6.0×10－5I＋1.0×10－7I 2 ………（ 2 ）
3. 1. 2　計算結果
　式（ 1 ）に各物性値を用いて計算を行った結果を図 2
に示す。計算は突出し長さ25 mmを想定しており，電流
およびワイヤ送給速度は実験値を適用し，210 A-10.3 m/
min，270 A-15.1 m/minの 2 水準とした。ワイヤ重量は
実測結果を代入して6.98 g/mとした。電流によって若
干の差異はあるが，いずれの場合も溶接ワイヤはコンタ
クトチップから約11 mmの位置で500℃に達し，アーク
直前の20 mm前後では1,000℃にまで温度上昇する計算
結果となった。

T（x）＝T（0）＋ dx＋0.5Rc（I）I 2

mvwc（T（0））
Rw（T）I 2

mvwc（T）∫
x

0

図 1  特殊トーチの模式図
Fig. 1  Schematic illustration of special welding torch
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3. 2　溶接ワイヤの温度と脱離ガス量の関係
3. 2. 1　供試材と実験方法
　コンタクトチップ－母材間のワイヤが加熱された場合
の水素源脱離挙動の温度特性を確認することを目的に，
フラックス入りワイヤを対象とした昇温脱離ガス分析

（Thermal Desorption Spectroscopy，以下 TDSという）
を行った 6 ）。TDSは試料を真空容器内で加熱・昇温し，
昇温中に各温度で試料から脱離するガスを分析する手法
である。脱離ガスは加速電子を衝突させることでイオン
化され，質量電荷比（m/z）ごとに分離同定される。分
析結果はイオン電流として得られ，その大小が対象とし
た分子の脱離量と相関する。
　今回，フラックス入りワイヤに対してTDSを適用し，
水（H2O：分子量18）の脱離温度特性を計測した。分析
中の昇温速度は10℃/minとした。有機物や油分の脱離
についても計測確認を行えば，より正しい挙動を把握で
きる。しかし，分解ガスの分子量が不明であること，
TDSの分析結果であるイオン電流は組成が異なる物質
間の絶対比較が困難であることから，今回の分析では水
のみに着目することとした。
　供試材の一覧を表 1 に示す。いずれもJIS Z 3313 
T49J0T1-1に相当するφ1.2 mmのシーム有り構造の試
作ワイヤを選定した。TDSには1.00 g（約140 mm）に
調整した，連続したワイヤを供した。
3. 2. 2　実験結果
　TDSの測定結果を図 3 に示す。いずれのサンプルに
おいても，主なピークは100℃付近に現れ，その後，温
度上昇に伴い脱離量は低下していく。500℃以下の温度
域で水の脱離はほぼ完了していることがわかる。
3. 3　特殊トーチの設計
　3.1項の計算の結果から，チップ－母材間距離が25 mm
の場合は，コンタクトチップから約11 mmの位置でワ
イヤの温度が500℃に達することがわかった。また，3.2
項のTDSの結果から，シーム有り構造のフラックス入
りワイヤでは，500℃までにワイヤ内部の保有水分の脱
離が完了することが確認できた。
　以上の結果から，気化・分解して溶接ワイヤ外に排出
された水素源を溶滴や溶融池に接触させないようにする

ためには，コンタクトチップから約11 mm離れた位置
までのワイヤ周囲の雰囲気ガスを吸引することが重要と
考えられる。以上を鑑みて，拡散性水素低減プロセスに
使用する特殊トーチは，コンタクトチップ先端から突き
出されたワイヤを12 mm包み込むような吸引ノズル形
状の設計とした（図 4 ）。ただし，溶接中のワイヤ昇温
速度とTDSの昇温速度は大きく異なる。このため，実
際の溶接時にはTDSと同様の挙動を示すとはいえず，
実験検証が必要である。
　いっぽう，負圧の発生はエジェクタを用いて発生させ
る機構とした。エジェクタはベンチュリ効果によって負
圧を作り出すことができる装置であり，小型の汎用品が
容易に入手できる。溶接を行う製造工場においては，圧
縮空気の配管が整備されていることが一般的である。し
たがって，圧縮空気の入手に問題はなく，ポンプを用い
るよりも装置を小型化・単純化できる利点がある。また，
吸引ガスの流量管理を可能にするために流量計を設置し
た。さらに，溶接ヒューム（微粒の金属煙）から流量計
を保護するためにフィルターを設置した。試作したトー
チシステムの模式図および外観を図 5 に示す。

図 4  開発トーチの構造と設計寸法（長手断面）
Fig. 4  Structure and dimension of developed welding torch 

(Longitudinal section)

図 3  H2Oの昇温脱離挙動分析結果
Fig. 3  Analysis results of TDS (H2O)

表 1  TDS分析のサンプルFCW一覧
Table 1  Samples of FCWs for TDS

図 2  溶接ワイヤの温度分布計算結果
Fig. 2  Calculation results of temperature distribution in welding wire
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4 ．開発した特殊トーチの効果確認と効果に及
ぼす溶接ワイヤ関連因子の影響 5 ）, 6 ）

　開発した特殊トーチを用いて拡散性水素低減プロセス
の有効性を確認した 6 ）。ただし，溶接ワイヤに含まれる
拡散性水素源は表 2 のように分類され 5 ），これらの水素
源の違いにより拡散性水素量低減効果に影響があると見
込まれることから，各因子に対して独立した検証を行っ
た。
4. 1　供試材と実験方法
4. 1. 1　表面潤滑剤への有効性確認試験材
　溶接ワイヤには通常，送給性の確保や表面の錆発生防
止などを目的として表面潤滑剤が塗布される。潤滑剤は

多くの場合有機物であるため，水素源となる。拡散性水
素量に及ぼす因子の一つである「（a）表面潤滑剤」の影
響を独立して確認することを目的に，潤滑剤付着量を変
化させたソリッドワイヤを試作した。ソリッドワイヤに
おいては，因子（b）（c）の影響が無視できると考えられ
る。
　試験に用いるソリッドワイヤは，まずアルカリ脱脂し
た。脱脂後，塗布条件を様々に変化させて潤滑油を塗布
することにより，表面潤滑剤付着量の水準を変化させ
た。製作したワイヤの一覧を表 3 に示す。表中に示す

「Oil amount on surface （表面油量）」の測定は，以下に
したがった。
　①ワイヤを一定量サンプリングする。
　②質量を計測しw1とする。
　③アセトンで脱脂後，乾燥する。
　④再度質量を計測しw2とする。
　⑤式 3 により表面油量Asl を求める。

　　　　　　　　………………………………………（ 3 ）

4. 1. 2　フラックス初期保有水分量への有効性確認試験材
　フラックス入りワイヤに含有されるフラックスは，表
面積の大きい粉体であるため，大気中の水分の吸着は避
けられず，完全に除去することは不可能である。このた
め，いくらかの水分を保有したフラックスが，溶接ワイ
ヤを製造時にワイヤ内部に供給される。この水分が拡散
性水素源となる。
　拡散性水素量に及ぼす因子である「（b）フラックスの
初期保有水分」の影響を独立して確認するために，フラ
ックス入りワイヤの試作を行った。原料組成は一定と
し，前処理を変えることで保有水分量の異なるフラック
スを試作した。ここで，前処理とは原料の焼成有無や焼
成条件，湿式粉砕や乾式粉砕といった粉砕方法などであ
る。
　さらに，このフラックスを用いてシームレスおよびシ

Asl＝
w1－w2

w1
図 5  試作トーチシステム

Fig. 5  Prototype torch system

表 2  GMAWおよびFCAWにおける拡散性水素の溶接ワイヤ関連因子
Table 2  Welding-wire-related factors affecting the diffusible hydrogen in GMAW and FCAW

表 3  表面潤滑材への開発トーチの有効性確認試験に用いた試作ソリッドワイヤ
Table 3  Trial solid wires for testing the effectiveness of developed welding torch on surface lubricant
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ーム有りフラックス入りワイヤを試作した。表面潤滑剤
量は低水準（表 3 のサンプルNo.a2～a3の範囲）に管理
して試作を行った。このため，因子（a）の影響は無視で
きると考えられ（4.2.1節参照），かつシームレスフラッ
クス入りワイヤにおいては因子（c）の影響も無視できる
と考えられる。シーム有りフラックス入りワイヤにおい
ても因子（c）の影響が少ないように，製造後の保管を低
湿度雰囲気で行うなど注意を払った。製作したワイヤの
一覧を表 4 に示す。表中の「Moisture content of flux」
はKarl Fischer滴定法（キャリアガス：Ar, 抽出温度：
750℃）によって測定したフラックスの水分量である。
4. 1. 3　製造後の吸収水分の影響確認試験材
　シーム有りのフラックス入りワイヤは，開封後の時間
経過とともにシームを通して大気から吸湿すると考えら
れる。そこで，拡散性水素量に及ぼす因子「（c）製造後
の吸収水分」の影響を独立して確認するために，シーム
有りフラックス入りワイヤの試作を行った。80℃の恒温
炉で 3 hr乾燥後，30℃×80％RHの恒温恒湿槽で時間水
準を変化させて吸湿させたサンプルを，拡散性水素量測
定試験に供した。本実験においても，表面潤滑剤量は低
水準（表 3 のサンプル No.a2～a3の範囲）に管理して試
作を行ったため，因子（a）は無視できると考えられる。
また，連続したワイヤを分割した後に乾燥・吸湿を行っ
たことから，因子（b）の影響も十分小さいと考えられ
る。なお，シームレスフラックス入りワイヤは吸湿しな
いと考えられるので実験を省略した。また，本実験には
該当規格の異なる 3 種のフラックス入りワイヤを適用し
た。これらの差異はフラックス組成の設計である。サン
プルワイヤの一覧を表 5 に示す。
　試作したワイヤに対して開発トーチを適用し，拡散性
水素量測定試験に供した。このとき，吸引ガスの流量は
5  l/minとした。拡散性水素低減プロセスの有効性を明
確にするため，従来の溶接トーチを用いた試験も同時に
行った。測定条件はチップ－母材間距離を除いてはJIS 
Z 3118に従い，ガスクロマトグラフ法にて行った。厳密
にJIS Z 3118に従う場合には，ソリッドワイヤでのチッ
プ－母材間距離は20 mmにすべきであるが，フラック
ス入りワイヤの試験と整合性を持たせるため，本試験で
は25 mmとした。試料作製時の溶接条件を表 6 に示す。
4. 2　実験結果
4. 2. 1　表面潤滑剤への有効性
　表 3 に示すサンプルワイヤの拡散性水素量測定結果を
従来溶接トーチの結果と並べて図 6 に示す。拡散性水素
の因子（a）に対する開発トーチの有効性は非常に高く，
無害化できるといえる。表面油量が110 ppm以下の範囲

（表 3  のサンプルNo.a1～a3）では開発トーチを適用し
たプロットが右下がりになっている。これは測定誤差に
よるものと考えられ，ほぼ同一の拡散性水素量となる。　　　　
　従来溶接トーチの場合は，表面油量が110 ppm以下の
範囲（a1～a3）では拡散性水素量に有意差は現れず，微
量の潤滑剤は大きな影響を与えないことがわかった。
4. 2. 2　フラックスの初期保有水分への有効性
　表 4 に示すサンプルワイヤの拡散性水素量測定結果を

従来溶接トーチの結果と並べて図 7 に示す。
　まず，従来溶接トーチの結果について記す。シームレ
スフラックス入りワイヤのフラックス初期水分量に起因
する拡散性水素量の変動幅（丸，実線）に大きな差が見
られた。いっぽう，シーム有りフラックス入りワイヤで
は，変動幅（四角，実線）が比較的小さかった。フラッ
クスの初期水分量が低い場合にはシームレスワイヤの結
果よりも高い水素量となる。逆に高水分量の場合にはシ
ームレスワイヤよりも低い水素量という結果であった。
　つぎに，シームレスフラックス入りワイヤでの従来溶
接トーチと開発トーチ（丸，破線）の結果を比較すると，
開発トーチによる拡散性水素低減効果が0.5～ 1 ml/100 g

図 6  表面潤滑剤に対する開発トーチの有効性
Fig. 6  Effectiveness of developed welding torch on surface lubricant

表 4  フラックス初期保有水分への開発トーチの有効性確認試
験に用いた試作FCW

Table 4  Trial FCWs for testing the effectiveness of developed 
welding torch on initial moisture of flux

表 5  製造後の吸収水分への開発トーチの有効性確認試験に用
いた試作FCW

Table 5  Trial seamed FCWs for testing the effectiveness of developed 
welding torch on moisture absorbed after production

表 6  溶接条件
Table 6  Welding conditions
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と小さい結果となった。つまり，因子（b）の初期保有
水分に対する低減効果が小さいと言える。いっぽう，シ
ーム有りフラックス入りワイヤでは，開発トーチ（四角，
破線）による拡散性水素低減効果が 3 ～ 4  ml/100 gと
大きな値を示した。すなわち，開発トーチを用いること
で初期水分の多くを無害化することが可能であることが
わかった。
4. 2. 3　製造後の吸収水分への有効性
　表 5 に示すワイヤの拡散性水素量測定結果を，従来溶
接トーチの結果と並べて図 8 に示す。従来溶接トーチに
おいては，吸湿時間の経過とともに拡散性水素量も上昇
していく傾向が見られた。しかし，開発トーチの結果で
はこの傾向は見られず，吸湿時間が経過してもほぼ一定
の拡散性水素量を示した。製造後に吸収する水分は容易
に離脱する付着水が多いと考えられ，開発トーチを用い
た拡散性水素低減プロセスが非常に有効に作用すると考
えられる。
4. 3　考察
　4.2.2節で示したシームの有無による拡散性水素低減挙
動差のメカニズムを確認することを目的として，3.2項
で行ったTDSの追加試験を行った。
　シーム有りフラックス入りワイヤAに加えて，シー
ムレスフラックス入りワイヤDの 2 種類を供試材とし
た。シーム有りフラックス入りワイヤAは表 1 に示し
たものと同一品である。シームレスワイヤDもAと同
様にJIS Z 3313 T49J0T1-1に相当するφ1.2 mmの試作
ワイヤである。Karl Fischer滴定法（キャリアガス：
Ar, 抽出温度：750℃）で測定したワイヤ保有水分量は，
ワイヤA：373 ppm，ワイヤD：48 ppmであった。
　サンプルは3.2.1節と同様に1.00 gに調整した。さらに，
今回はワイヤシームの影響を評価すべく，シームレスワ
イヤ，シーム有りワイヤともに外乱となるワイヤ両端を
TIG溶接で密封したものを供した。両端のTIG溶接は，
ワイヤ端から10 mmが露出するように溝付き銅板で挟
み，露出部をTIGアークに挿入することで行った。サ
ンプルの一覧を表 7 に，結果を図 9 に示す。
　サンプルA1およびD1を比較すると，保有水分量の差
異によって水の脱離量に差異があるものの，主なピーク

は同じ温度域に現れることがわかる。サンプルA1とA2
を比較するとA2のピーク高さが低下している。これは，
A2が予備処理としてTIG溶接で両端各10 mmを溶融さ
れていることに起因していると考えられる。
　いっぽう，D1とD2を比較すると，D1で現れたピーク
がD2では消失している。これは，両端がシール溶接さ
れた密閉構造のシームレスワイヤの場合，本試験の上限
温度である800℃という高温においてもフラックスが保
有する水分はワイヤ外に脱離せず保有し続けていること
を示している。この結果は，シームレスワイヤが内部に
水分およびその他の水素源を保有していると，溶接中の
ジュール発熱の影響を受けてもワイヤ外に排出されない
ことを示唆している。
　つまり，開発トーチを用いた水素低減プロセスにおい
て，シーム有無による拡散性水素低減挙動差は以下のよ

図 7  フラックス初期保有水分に対する開発トーチの有効性
Fig. 7  Effectiveness of developed welding torch on initial moisture 

of flux

表 7  ワイヤシームの影響確認用TDS分析サンプル
Table 7  TDS samples in order to confirm the effect of wire seam

図 8  製造後の吸収水分に対する開発トーチの有効性
Fig. 8  Effectiveness of developed welding torch on moisture 

absorbed after production

図 9  H2Oの昇温脱離挙動分析結果
Fig. 9  Analysis results of TDS (H2O)
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うに理解できる。シームレスフラックス入りワイヤは密
閉構造であるために，コンタクトチップ－母材間でワイ
ヤがジュール加熱された際に内部に含有する水素源を放
出することができず，ノズルによるガス吸引が有効に作
用しない。いっぽう，シーム有りフラックス入りワイヤ
においては水素源がシームを通して容易にワイヤ外部に
脱離し，ノズルによって吸引される。これにより，アー
ク雰囲気の水素分圧が効率良く低下するため，拡散性水
素を大きく低減できる。上記の挙動差を模式図にして図
10に示す。
　溶接時にシーム部から水分が蒸発，排出される様子を
直接観察することは困難である。しかし，通常では外観
上確認できないフラックスが，溶接後にシーム部から露
出する様子が確認できる場合がある（図11）5 ）。観察し

たワイヤはAWS A5.20 E71T-14に適合するφ1.6 mmの
ワイヤである。また，同一ワイヤを対象に溶接時のワイ
ヤ突出し部の高速度撮影を行った結果を図12に示す。
図中の矢印は時間経過に伴って移動する同一の液滴を指
している。アークから遠方の画像上部では外観上確認で
きないフラックス由来の液滴がアーク発生部に近づくに
つれてシーム部から浸（し）み出し，液滴が成長してい
く様子が確認できる。この現象から，温度上昇に伴って
ワイヤ内部圧力の上昇が起きていることは間違いなく，
水分もワイヤ外に排出されていると考えるのが妥当であ
る。

5 ．拡散性水素低減プロセスの可能性

　溶接ワイヤ近傍のガスを吸引する特殊な開発トーチを

図12  FCW溶接中のワイヤ突出し部の高速度観察結果
Fig.12  High-speed-video observation result of wire extension part of FCAW

図11  溶接前後のワイヤ表面外観の比較
Fig.11  Comparison of wire surface appearance

図10  シーム有り／無しFCWにおける溶接中のワイヤ水分挙動の模式図
Fig.10   Schematic illustrations of the behavior of moisture in FCWs during welding
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用いて，拡散性水素量を低減する溶接プロセスの有効性
を，拡散性水素に及ぼす溶接ワイヤ関連各因子に対して
示した。これまでに得られた結果を表 8 にまとめる。
　因子（a）と因子（c）については開発トーチを用いたプ
ロセスが非常に有効に作用し，無害化することができ
た。因子（b）については，シームレスフラックス入り
ワイヤの場合には十分な効果が得られなかった。シーム
有りフラックス入りワイヤの場合には，フラックスの初
期保有水分による影響を大きく低減することができた。
したがって，溶接中のワイヤ温度分布の推定と，水素源
の脱離挙動分析から得た知見を反映した設計が妥当であ
ったことがわかる。
　以上のように開発トーチとシーム有りフラックス入り
ワイヤとを組み合わせて溶接を行うことで，溶接材料に
起因する拡散性水素源の多くを無害化することができる
知見を得た。一般的に，溶接ワイヤ由来の溶接金属拡散
性水素量は溶接材料メーカに依存せざるを得ない。しか
し，開発トーチを用いてシーム有りフラックス入りワイ
ヤを組み合わせることにより，拡散性水素の管理を使用
者側が支配的に制御できる可能性があり，その適用範囲
拡大が期待できる。溶接材料メーカ側としてはフラック
ス設計の自由度が向上し，溶接金属の機械的性能，スパ
ッタ発生量や姿勢溶接性がより良好な商品を厚板・高張
力鋼用に開発できる可能性がある。

　なお，ソリッドワイヤやシームレスフラックス入りワ
イヤにおいても，表面潤滑剤の影響を無害化することが
できるため，低水素化に有効な手段となり得る。

むすび＝①溶接中にワイヤ近傍のガスを吸引しながら施
工を行う特殊トーチを用いた拡散性水素低減プロセスを
開発した。②溶接中のワイヤ温度分布とワイヤからの水
素脱離挙動分析を特殊トーチの構造設計に反映させた。
実験結果によりその設計が妥当であることが確かめられ
た。③開発トーチはワイヤの種類によらず拡散性水素低
減効果が得られるが，シーム有りフラックス入りワイヤ
に対して特に有効であった。④ワイヤ中の拡散性水素源
には，コンタクトチップから溶融・アーク発生点間の昇
温に伴い，ワイヤ内部もしくは表面から脱離し，シール
ドガスにより輸送され，溶滴および溶融池に侵入するル
ートがあるとする推論が妥当であることが確かめられ
た。
　今後，本プロセスを適用することで大型構造物の施工
管理（熱管理）の軽減が可能かの実証に取り組んでいく
予定である。熱管理を課題と感じている多くの溶接施工
分野において，本プロセスがソリューションになれるこ
とに期待する。
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