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■特集：溶接・接合技術 FEATURE : Welding and Joining Technologies

（巻頭言）

溶接・接合技術特集の発刊にあたって
輿石房樹
執行役員　溶接事業部門　副事業部門長

Recent Trends in Welding and Joining Technology
Fusaki KOSHIISHI

　当社の溶接事業の歴史は，1940年代に日本で初めてイ
ルミナイト系高級溶接棒を開発し，日高工場で生産を開
始したことより始まった。それ以降，1950年代にはレー
ルのエンクローズ溶接法の開発により新幹線の発展に貢
献し，1960年代では高効率な溶接を実現させた立向下進
棒や片面SAW法の開発が日本造船の発展を支えた。第
一次オイルショック後，日本の造船業は低迷するが，
1980年代より全姿勢溶接用スラグ系FCW，1990年代より
ペイント鋼板すみ肉溶接用メタル系FCWの開発・適用に
よる溶接の自動化・合理化が進み，日本の造船業は再び
世界一の座を取戻した。エネルギー分野では，1970年代
の9％Ni鋼製LNGタンク向け溶接材料・溶接法の開発や
1990年代の石油精製リアクタ向け高強度Cr-Mo鋼用溶接
材料の開発が国内の産業界発展やインフラ整備に寄与し
ている。また，建築・橋梁の分野では，ハイテン780MPa
級鋼用溶接材料は橋の長大化に，鉄骨ボックス柱用SAW
材料は高層ビルの発展，鉄骨・橋梁向けロボットシステ
ムは溶接の自動化・高効率化に大きく貢献してきた。こ
のように国内の産業・ファブリケータとともに新しい溶
接技術を開発・実用化し，日本社会の発展に大きく貢献
しながら，溶接材料ならびに中厚板溶接用ロボットシス
テムの分野で国内ナンバーワンの地位を堅持してきた。
　今，当社溶接事業のフィールドは世界へと移りつつあ
る。海外現地での「ものづくり」，海外パートナとの連
携・メンテナンス体制，グローバルな人材育成など様々
な課題はあるが，世界で戦える溶接・接合技術開発がこ
れからも最重要課題と考える。その技術開発を推進する
上では，業種・構造物による溶接継手・施工法の違い，
構造物設計・鋼材の進歩，自動化・省人化への対応，地
球環境・作業環境への配慮，海外地域による溶接法・嗜
好の違い，溶接トータルコスト低減など多くの観点から
具体的な取組を考える必要があるが，現在の我々の開発
のポリシーは「顧客の視点に立った溶接ソリューション
の提案・提供」である。そのために，まずは開発者自ら
が顧客・溶接現場に足を運び，業種・構造物ごとの真の
ニーズを把握した上で開発に取組む姿勢が非常に重要で
ある。また格差のある「溶接ソリューション」を具現化
するためには，①溶接現象を観察・解析する基礎技術，
②溶接現象を理解した上での理論的な開発アプローチ，
③溶接現象に関わる因子を最適制御した溶接プロセス・
材料・施工法の創造と開発が必要であると考える。
　このような視点から今回の特集号では，海外事業展
開，溶接ロボットシステムの現状と展望を示した上で，
業種ごとの技術開発動向，新しい溶接プロセス・ロボッ
ト技術，基礎技術・シミュレーション技術，新接合技術

への取組などを紹介する。具体的には，業種として，造
船，建築鉄骨，自動車，建設機械，さらには海洋構造物，
リアクタやボイラなどのエネルギー分野に関する技術で
ある。また新しい溶接プロセスとしては，ソリッドワイ
ヤによるCO2溶接において溶滴移行を制御したクリーン
なプロセス（REGARCTM），純Arシールドで安定した溶滴
移行を実現したスラグレスのプロセス（MX-MIG）やシ
ールドガス，波形制御，溶接ワイヤを最適化した亜鉛め
っき溶接用プロセス（J-SolutionTM Zn）などである。また
新しい溶接ロボット技術としては，トーチケーブルをア
ームや手首軸に内蔵し動作範囲を拡大したロボット
（ARCMANTM-GS）や安定生産を支援するシステム，オフ
ラインシステムにおける自動プログラミング機能などで
ある。基礎技術・シミュレーション技術としては，溶接
ヒューム中の六価Cr低減技術，高Cr系フェライト鋼溶
着金属の機械的性能と溶接後熱処理温度との関係，クリ
ープ破断寿命の予測方法や溶接継手の残留応力解析手法
や，新接合技術としては，HT780鋼へのレーザ・アーク
ハイブリッド溶接適用技術を紹介する。
　リーマンショック以降，為替変動，世界的な造船不況，
原子力への不安など溶接事業を取巻く環境は非常に厳し
い状況にある。一方で海洋構造物，LNG・シェールガ
ス，風力発電などエネルギーに関わる産業が活性化して
いる。欧州で被覆アーク溶接棒が開発され，100年以上
が経過したが，溶接は今も産業・ものづくりを支えるキ
ーテクノロジーである。
　2012年 4 月，藤沢事業所に新たに技術センターを設立
した。藤沢事業所には，溶接材料・プロセス，溶接シス
テム，生産技術，試験検査など，当社の「溶接技術」が
集約されており，新しい溶接・接合技術を世界に発信し
続けることに挑戦している。海外での活動を強化するた
めに，藤沢での開発経験者が世界各地に駐在しており，
その情報ネットワークにより商品戦略を立案している。
また被覆アーク溶接棒の開発に関しては，タイの技術部
と連携をとりながら推進している。
　溶接・接合は，鋼材，溶接材料，シールドガス，溶接
電源・ロボット・装置など多くの技術的要素を含んでい
る。さらなる技術の向上を果たしていくために，お客様
であるファブリケータをはじめ，溶接・接合に関わる他
組織の方々ともコミュニケーションを取りながら開発を
進める必要がある。また産学連携や国際的な活動も行い
ながら，世界的な溶接の発展に寄与していきたい。溶
接・接合技術の向上による産業発展・社会貢献が当社の
理念であるが，読者の皆様をはじめとして，多くの方々
からの忌憚のないご意見を頂きたいと考える。



まえがき＝本稿では，当社の溶接材料に関する海外事業
展開の歴史を振返り，海外事業展開における商品戦略に
ついて記載する。

1．海外事業展開の概要

　溶接事業部門では，1968年に当社で最も古い海外拠点
であるThai Kobe Welding（TKW）社をタイに設立した。
その後も海外での拠点設立を継続し，現在では図 1に示
す通り，アセアン，欧米，韓国，中国で生産販売を一貫
して行う 8 社と販売のみを行う 4 社を運営するまでに拡

大している。インドネシアには，技術提携先が1社ある。
　歴史的に振返ると，これまでの海外事業展開は大きく
次の 4 期に分類できる。
　Ⅰ．～1980年代

　拡大を続けるアセアン市場での溶接棒・ソリッド
ワイヤの生産販売拠点設立と生産能力の拡大

　Ⅱ．1990年代
　FCW（フラックス入りワイヤ）を主体とした世界
展開。米国でFCWを中心とするニッチ市場を狙っ
た販社設立，欧州でのステンレス鋼FCWの生産販売
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＊1 溶接事業部門　営業部（現　Kobelco Welding India）　＊2 溶接事業部門　営業部

海外事業展開における商品戦略

Products Development Strategy for Expanding Overseas Business 

Kobe Steel has been developing its welding business in the overseas market for more than 40 years. This 
paper reviews the history of our globalization process so far, in comparison with other well-known 
companies. Also described is how the business will be developed in the overseas market, with explanations 
on Kobe Steel's strategy for products development.
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Shinichi TANAKA
中村寿宏＊2

Toshihiro NAKAMURA

図 1  海外拠点設立の歴史
������  History of overseas bases



開始，さらには目覚しい成長を遂げた韓国造船所向
け軟鋼FCWの生産販売開始

　Ⅲ．2000年代
　世界の工場として，溶接市場が急拡大した中国で
の事業展開

　Ⅳ．2010年～
　アセアンおよび中国での拠点統括機能の創設によ
る拠点のスピード経営促進，新興国の成長市場への
販売強化

　これまでの海外進出の流れを図2に示す。日本からの
製品輸出により市場で一定のシェアを確保した後，現地
での営業力を強化して市場掌握力を高める。続いて現地
生産を開始し，現地化効果によってさらに販売量を拡大
してその事業規模を拡充させていくというものである。
2011年度のグループ総販売量328千トンの内，6 割にあた
る194千トンを海外で販売しており（内日本からの輸出43
千トン），海外拠点間取引は年々増加している。

2．世界の溶材需要と競合他社状況

　2011年の世界の溶材需要を図3に示す。推定ベースで
はあるが世界の約半分の需要が中国にあり，他に欧州，
北米が大きな市場となっている。また，2004年の需要 1）

と比較すると，日本は－ 3 ％の微減であるが中国は＋100％
と倍増しており，日本の約10倍の規模に到達している。
　世界の溶接材料メーカを機器も含めた売上規模で比較
した場合，1 位はLincoln Electric社（本社：アメリカ），
2 位はESAB社（本社：スウェーデン）で当社は，ITW社
（本社：アメリカ），Air Liquide Welding社（本社：フラ
ンス）などとともに第 3 位グループに属している。
　Lincoln Electric社はMetrode社（イギリス），Techalloy
社（アメリカ）など高合金を得意とするメーカを買収し
て規模拡大を図り，世界での事業展開を加速している。
一方，ESAB社の親会社は，溶接ビジネスとは関係のな
い米国企業のColfax社に2012年に買収された。その後，
Colfax社は，南米のSoldex社（ペルー）の買収などで溶
接事業の規模拡大を図っている。両社共，M＆Aにおい
て事業規模拡大を図り，世界でのプレゼンスを拡大，そ
のネットワークを強固なものとしている。海外市場にお
いて，付加価値の高い高合金分野，ステンレス鋼，Cr-
Mo鋼などの特殊鋼分野の溶接材料事業で，当社グルー
プと競合することが多いB�hler Welding社（本社：オース
トリア）もM&Aによりその規模を着実に拡大してきてい
る（表 1）。
　一方，中国には年間50万トン以上を生産している溶接
材料メーカが少なくとも 2 社ある。当社の国内販売数量
と同じレベルである年間10万トン以上を生産している溶
接材料メーカは 5 社以上あり，中国メーカの存在感は侮
れないものとなっている。
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図 3  世界溶材市場規模（推定）
������  Estimated market size of welding consumables in the world

図 2  海外進出の流れ
������  Stream of business expansion towards overseas operation



3．海外事業展開の経緯

　当社の海外事業展開の基本は，ユーザ密着営業の展開
によるニーズの的確な把握と商品開発，消費地に近い場
所での現地生産による現地でのプレゼンス向上である。
これまで海外生産販売拠点を設立してきた目的を，以下
に列挙する。
　１）消費地に近い場所での生産により，納期対応力を

向上させ，安定供給を図る。顧客からの要請によ
り現地生産を開始する場合もある。

　２）ナショナルスタッフを育成して現地の営業活動レ
ベルを上げる。顧客ニーズをより正確に把握した
上で納期対応力を向上させると同時に商品開発ス
ピードを加速させ，顧客満足度を上げていく。

　３）現地通貨ベースのコストで生産することにより，
為替変動リスクをミニマイズし，市場への製品の
安定供給を図る。

　４）船積みや通関費用，関税を不要にし，競争力のあ
る価格で顧客に商品を供給する。

　海外で生産を行う場合には，国内生産設備との違いや
原材料の調達スペックの違いにより，必ずしも国内と同
一の製品が生産できないケースもある。しかしながら，
このような場合においては，当社が持つべき品質の安定
性を十分に確保しながら柔軟な対応を行い，製品を顧客
へ安定供給していくことが大切であると考えている。海
外展開においては，他の現地メーカとの差別化が重要で
あり，品質の安定性に加えて，それぞれの市場ニーズに
合わせた商品戦略が事業成長の大きな鍵を握っている。

4．海外商品戦略

　1980年代頃までは，日本市場向けに開発，販売された
商品を輸出してきたが，海外市場での当社グループの顧
客ニーズ把握力が上がるにつれ，多種多様な海外市場向
け溶接材料の開発が必要となってきた。
　海外商品戦略において重要なことは，市場のニーズを
満足できる製品を，市場に受入れられる価格レベルで生
産，供給していくことである。
4．1　海外顧客ニーズの把握と迅速な対応

　海外と国内との顧客ニーズの相違点は，まず適用規格
が挙げられる。国内市場向けの製品はJIS適合品が一般
的であるが，海外では，AWS（アメリカ溶接協会規格），

EN（欧州規格）といった規格への合致品が求められる。
いくらJIS適合品の性能が優れていると説明したところ
でAWSやENで仕様が規定されていれば納入チャンスは
激減してしまうことが多い。また，サイズについても
AWSはインチ－ポンド（inch-lb）単位系が基本であり，
ワイヤ径の製造管理範囲などの細かな対応が必要になっ
ている。
　溶接用シールドガスでは，日本国内は100％CO2が主流
であるが，欧米などはAr-CO2シールドガスが使用される
ことが多い。ステンレス鋼用フラックス入りワイヤで
は，シールドガスの違いにより合金の溶接金属への歩留
りや作業性が変わるため，当社では25年ほど前からAr-
CO2シールドガス用商品を開発，海外市場へ供給してい
る。
　また，海外の顧客ニーズとして，国内にはない包装仕
様が挙げられる。例えば，資源のリサイクルに力を入れ
ている欧州市場では，ワイヤバスケットスプール製品や
使用後に折りたためて廃棄できるパック製品のニーズが
ある。また，海洋構造物では，オーナ仕様で過酷な気候
環境下でも品質が劣化しにくい真空包装の被覆アーク溶
接棒に対するニーズが強く，供給対応準備を進めてい
る。
　日本ではなじみのないパイプライン敷設用や海洋構造
物用などの溶接材料は，特有のスペックが付くことが多
く，その業種における技術トレンドをいち早く入手し対
応していくことが重要である。今後は，業種別（自動車・
建機，造船・海構，エネルギーなど）営業活動を充実さ
せ，各業種の市場ニーズを的確に把握していくととも
に，プロジェクトオーナ会社やエンジニアリング会社か
らの上流情報入手も試み，商品開発へ反映していく。
　海外顧客独自のニーズや技術トレンドを把握し商品戦
略を立案，商品開発を推進していくために，海外拠点に
研究員を駐在させて顧客溶接エンジニアと直接対話を図
ったり，TKW社のように開発部門を海外拠点に設けた
りしている。また欧州，米国からナショナルスタッフに
も参加してもらい，Products Development Committeeと
呼ばれる商品戦略会議を定期開催し，世界の溶接市場に
影響を与える欧米での技術トレンドの把握に努め，他社
との差別化を意識した商品開発を行っている。
4．2　市場に合った価格での供給

　競合がますます激化する中，市況に合った価格で製品
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表 1  競合メーカの生産拠点
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を供給していくためには，海外生産品目の拡大が一つの
解決策となる場合がある。海外生産品目の拡大にあたっ
ては，国内生産設備との違い，現地の湿度，温度などの
気候条件を前提とした製造品質面での検討，現地で入手
できる原材料の最大活用が重要なポイントとなる。日本
製品と全く同じではなくても，市場ニーズを満足させ得
るのであれば柔軟に対応するという商品戦略が重要であ
る。また，今後新興国などで認知度を上げていくために
は，TKW社のように一般市場向け製品の供給を目的とす
るローカルブランドを企画，販売していくことも重要な
商品戦略であると考えている。　

むすび＝日本では既に約 4 割のシェアを確保しており，
今後，販売量を増やせるのは海外市場である。需要増に
応じた既存拠点の業容拡大とシェアアップ，今後需要の

大きな伸びが期待される新興国での販売拡大に向けた販
売体制の構築，および顧客ニーズに合った商品戦略の組
合せが事業拡大の鍵である。
　世界の溶接材料市場において，トップ2社はM&Aで業
容を拡大し，中国メーカは汎用品を中心に規模拡大を継
続している中，当社溶接材料を海外市場で幅広く知って
いただき，使っていただくためには，当社製品をお使い
いただくメリットを訴求していくことが大変重要であ
る。高品質な溶接材料や装置を供給していくのはもちろ
んのこと，“世界で最も信頼されるメーカ”を目指して，お
客様に最適な溶接ソリューションをお届けし，KOBELCO
ブランドを海外市場で浸透させていきたい。
　
参　考　文　献
 1 ） 東條正和．R&D神戸製鋼技報．2004, Vol.54, No.2, p.2-5.
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まえがき＝溶接総合メーカとして当社は，長年に渡って
溶接工程の品質向上や自動化，生産性向上に貢献してき
た。溶接材料や溶接電源をはじめ，溶接施工法，溶接ロ
ボットおよび周辺装置などに関して幅広く研究開発を進
め，とくに建設機械や建築鉄骨などの中厚板分野向けに
溶接ソリューションを提供している。現在は，国内市場
で培った技術をベースに，日本から世界に向けてグロー
バルに事業展開している。
　本稿では溶接ロボットシステムの市場動向について紹
介し，溶接ロボットシステムに求められる技術，機能に
ついて，現状と今後の展望を解説する。

1．アーク溶接ロボットの市場動向

　アーク溶接ロボットの出荷台数（ロボット工業会統
計 1））を図 1に示す。国内製造業は，地産地消の推進や
円高対策により生産拠点を海外に移す動きが加速してい
る。それに伴い，アーク溶接ロボットも2009年以降，輸
出比率が70％を超えている。
　当社においても同様に，2010年以降は海外向け比率が
高まっている。とくに，建設機械の巨大市場である中国

向けが急増した。油圧ショベルの世界需要のうち，中国
が約40％を占めている状況であり，新工場向けロボット
の需要が拡大した。一方で，国内においてはリプレース
需要が中心となっている。当社の主要市場である建設機
械，建築鉄骨，鉄道車両や橋梁などの中厚板分野では，
1990年代半ばに導入されたシステムが更新時期を迎えて
いる。総じて，海外新興国では増産対応需要，国内では
リプレース需要が中心である。
　顧客においては，溶接ロボットは競争力向上の武器で
あり，その能力を最大限引出すことが企業優位性を確保
するといえる。溶接ロボットメーカには，多様化するユ
ーザニーズを取込み，顧客の競争力を高める技術開発が
求められている。

2．アーク溶接ロボットに求められる性能

　溶接ロボットシステム導入にあたり，増産対応のため
には高い生産能力が要求され，リプレース需要には格段
の合理化と性能向上が求められる。設備導入目的によっ
て注目する性能に違いはあるが，溶接ロボットに対する
普遍的ニーズとしては以下のようなものがある。

①サイクルタイムの短縮：サイクルタイムを短縮し，
1 システムあたりの生産量を増加させる。

②溶接品質の向上：溶接作業の自動化により，良好な
溶接品質を安定して確保する。

③ロボット適用拡大：ロボット適用率を上げ，溶接工
程の省人化を図る。

④省スペース：ロボットシステムの省スペース化によ
り，単位面積あたりの生産能力を上げる。

⑤教示作業の高能率化：簡単な教示作業で，教示時間
と設備停止時間を極少化する。

⑥ITによる生産性向上：パソコンやデータ通信を利用
して設備稼働状況を的確に把握し，教示データ修正
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図 1  アーク溶接ロボット出荷台数 1）
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など生産設備の改善作業につなげて生産性向上を図
る。

　当社は，これらのニーズに答えるため技術開発を継続
し，市場の高い要求レベルに対し,今後も新技術，新製品
を生み出し市場に投入していく。

3．サイクルタイムの短縮

　溶接時間を短くすることは生産性向上に直結する。厚
板構造部材の溶接システムにおいては，高速溶接，高溶
着溶接を特長とするロボット溶接方法を開発，実用化し
ている。
3．1　タンデムアーク溶接法

　タンデムアーク溶接法 2）は，電気的に絶縁された 2 本
の電極を溶接進行方向に直列に配置し，その極間を
20mm程度としてワンプールで溶接する方法である。単
電極で過度に電流を大きくすると，アーク力が強くなり
過ぎて凸ビードやアンダカットなどが発生しやすい。一
方，2 本の電極におのおの適正な電流を通電することに
より，単電極あたりのアーク力抑制と相互作用による溶
融池流動の抑制が図られ，高速溶接性と健全なビード形
成が両立できる。この方法によれば，単電極による一般
的な従来法に対して 3 ～ 4 倍の溶接速度が得られる。
　一方で，トーチが大型化するため狭隘（きょうあい）
箇所への適用が制限される。また，電極間のアーク干渉
に起因して発生するスパッタの低減が課題であり，この
対策として後述する波形制御による改良技術の開発を進
めている。
3．2　「大電流MAG Process」

　ソリッドワイヤを用いて大電流でマグ溶接を行うと，
ワイヤ先端部が回転するローテーティング移行となって
スパッタ発生量が増加する。また，シールド性も劣化す
るめ，実用上，溶着速度で150～200g/min，電流で400～
450Aが限界である。
　当社は近年，フラックス入りワイヤを用いた新たな
「大電流 MAG Process」3）を開発した。電流密度が高く
なってもワイヤの構造によりフラックス柱が維持され，
ローテ－ティングしにくいことに注目して開発したもの
である。耐気孔欠陥など大電流用に設計した専用フラッ
クス入りワイヤ，および大電流でも緻密な出力制御が可
能な溶接電源により，500～600Aの大電流域でもアーク
長変動のない安定したスプレー移行とすることができ，
200～300g/minの高溶着量が得られる。
　単電極による溶接法のため，タンデムアーク溶接法の
ような狭隘箇所への適用制限がないうえに，ロボット教
示も従来と同様に簡単である。この「大電流 MAG 
Process」が生産現場に広がり，定着することを期待して
いる。
3．3　REGARC TM 注）プロセス

　安価なシールドガスを用いる炭酸ガスアーク溶接法
は，国内では主要な溶接法である。REGARC TM プロセ
ス 4）（以下，REGARCプロセスという）は，特殊な波形
制御と専用ワイヤにより，規則的な溶滴移行を実現し，
炭酸ガスでもマグ（Ar－CO2混合ガス）溶接と同等レベ

ルまでスパッタを低減させた，炭酸ガスアーク溶接法で
ある。溶着速度も，従来法と比較して同一電流で20～
25％高めることができる。
　低スパッタを特長とし，鉄骨溶接ロボットシステムへ
の搭載が進められているが，建設機械の溶接にも一部適
用され低スパッタと高溶着性が評価されている。
3．4　鉄骨柱大組立・コア連結 2アーク溶接方法

　建築鉄骨向け溶接ロボットシステムにおいて 2 アーク
溶接方法が実用化されている。1 台のポジショナで鉄骨
柱を回転させながら 2 台のロボットで同時に溶接する方
法であり，溶接時間を半減できる。ロボット間の速度同
期制御と溶接条件の自動調整により，開先幅の異なる二
つの継手も同時に溶接することができる。
　柱大組立システムでの 2 アーク溶接方法をはじめに確
立した。その後，スリムなロボットの採用と新たな動作
生成アルゴリズムによって，より接近した位置での同時
溶接が必要なコア連結溶接に対しても，2 アーク溶接方
法が適用可能となった 5）。

4．溶接品質の向上

　溶接品質の向上は，溶接部の信頼性確保のほか，後工
程での手直し作業低減にも有効である。スパッタ発生量
の低減，および適正なワイヤねらい位置や溶接姿勢を維
持することが溶接品質を確保する上で重要である。
4．1　デジタル制御溶接機

　主回路インバータの高周波化と制御回路の演算能力向
上により，デジタル制御溶接機の高性能化が図られてい
る。高速で緻密に溶接出力波形をコントロールし，前章
で述べた高能率な溶接プロセスを実現するとともに，低
スパッタ化など溶接品質向上に重要な役割を担ってい
る。
　こうした高性能なデジタル制御溶接機により実現した
波形制御の一例として，タンデムアーク溶接法において
は，従来のパルス同期波形制御を改良した同期振幅変調
制御 6）を考案し，スパッタ発生量を半減している。ま
た，炭酸ガスアーク溶接においてもREGARCプロセスに
よりスパッタ発生量を10％まで激減させた。
　デジタル制御溶接機はロボットコントローラとの間で
デジタル通信を行うことにより，様々なロボット機能と
連携している。多層盛溶接の場合を例にすると，開先の
初層は溶落ち防止のためパルスなしのマグ溶接を行い，
二層目以降はスパッタの少ないパルスマグ溶接を行うこ
とによって健全で良好な溶接継手を確保できる。
4．2　アークセンサ

　アークセンサは，トーチ周りに特別な機器を取付ける
ことなく，溶接中に溶接線の位置ズレを検出してズレを
補正することができる実用性に優れたセンサである。現
在の中厚板溶接ロボットでは一般的に広く使用されてい
る。
　タンデムアーク溶接法では，先行極によるアーク倣い
（ならい）機能に加え，後行極の教示誤差やワイヤ曲が
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り癖などの変化に対応するため，後行極も同時にアーク
倣いさせる機能（デュアルアークセンサ 7））を開発し，
溶接品質の向上や手直し低減に貢献している。
4．3　ロボット・ポジショナの協調制御

　ロボットとポジショナの協調制御は，下向姿勢を維持
しつつ曲線部と直線部が混在した継手を溶接することが
でき，ビード形状および溶込みの信頼性が格段に向上す
る。溶接対象物が大形の場合，協調制御を行うためには
対象物を高速で回転させる必要がある。このため，制御
性能の向上，および大容量サーボモータの採用などによ
って大形化のニーズにも対応している。

5．ロボット溶接の適用拡大

　ロボットの溶接適用率を高めることにより，残溶接工
程における省人化や手溶接設備の削減などを図ることが
きる。また，ロボット溶接が適用可能な溶接対象物の拡
充はロボットの稼働率向上につながり，生産性を高めら
れる。
5．1　ケーブル内蔵溶接ロボット

　厚板構造部材の溶接では，溶接対象物の内面深くに溶
接トーチが入り込むケースが多く，トーチおよびトーチ
ケーブルが溶接対象物と干渉しやすい。その解決手段と
してケーブル内蔵溶接ロボット 8）を開発した。
　ケーブルを内蔵するとともに，ロボット後方の動作範
囲を大きくできるアーム構造とすることによって，大形
構造物へのアプローチが容易な天吊姿勢溶接の適用可能
範囲を大幅に拡大することが可能となり，ロボット適用
率が向上する。図2にケーブル内蔵ロボットを用いた建
設機械向け溶接システムを示す。
　タンデムアーク溶接用トーチもロボットアーム先端の
手首部に内蔵できるため，従来では困難だった狭隘箇所
での適用も期待される。
5．2　建築鉄骨溶接ロボットシステムの適用拡大

　溶接時間が長くロボット溶接の効果が大きいコア溶接
や柱大組立溶接を対象に自動化を進めてきたなかで，比
較的溶接長さが短い仕口の溶接，および狭い空間の奥深
くに溶接継手がある内ダイヤフラムの溶接は手溶接が行
われてきた。これらの手溶接に対して，天吊マルチワー
ク溶接システム9），および天吊反転仕口溶接システム10）

を実用化することにより，ロボット溶接が可能となっ
た。この結果ロボット稼働率が上がり，ロボット導入効
果が得られるようになった。
　また，鉄骨鋼材需要量の 6 割を占める梁に対しては，
溶接時間が短いことから自動化が進んでいなかった。そ
うしたなか，梁専用ポジショナや回し溶接機能の開発に
続き，溶接時間の短縮と溶接品質を確保した梁鉄骨溶接
ロボットシステムも実用化した。

6．省スペース

　生産設備の設置面積を小さくすることにより，単位面
積あたりの生産性が高くなるほか，安全通路の確保も容
易になるなど工場スペースを有効に活用できる。
6．1　ポジショナ・スライダ一体型天吊溶接システム

　ポジショナ・スライダ一体型天吊溶接システムは，ロ
ボットを吊り下げたスライダをポジショナ上に配置した
構造としている（図 3）11）。このため，スライダとポジシ
ョナをともに床置きにするシステムに比べて設置スペー
スを小さくすることができ，建設機械や鉄道車両の業界
において導入実績が多い。
　本システムのポジショナは，下向溶接を可能にするた
めの傾斜軸と回転軸の 2 軸に加え，さらに昇降軸を備え
た合計 3 軸の構造としている。昇降軸フレーム上には左
右軸と前後軸の 2 軸を備えるスライダを配置している。
溶接ロボットは，片持ち梁となっているスライダ前後軸
の真下に天吊状態で取付けている。省スペースでロボッ
ト適用率も高い。また，溶接対象物の着脱の際にはポジ
ショナの昇降軸を下げることによって高所作業を避ける
ことができるなど，作業者の安全に配慮したシステムと
している。
6．2　プラズマ切断・アーク溶接兼用システム

　プラズマ切断用インタフェースを搭載したロボットで
は，電流や速度といった切断条件を教示データとして設
定する。さらに，アークセンサによる切断高さ倣い，お
よび機械式接触センサによる切断位置補正を行うことに
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図 2  ケーブル内蔵ロボットを用いた建設機械溶接システム
������ Welding system using a robot with built-in cable for 

construction machinery
図 3  ポジショナ・スライダ一体型溶接システム

������  Integrated welding system with slider and positioner



よって良好な切断結果が得られる。
　プラズマ切断トーチとアーク溶接トーチを持ち替える
ことによって切断と溶接の二つ作業を 1 台のロボットで
兼用することができ，ロボットの稼働率向上と省スペー
ス化を図ることができる12）。この兼用システムは，鉄道
車両業界を中心に導入されている。

7．教示作業の能率化

　パソコン上で行うオフライン教示は当初，生産設備を
止めない教示手段として導入が進められたが，今では教
示作業の効率化ツールとしてもオフライン教示は欠くこ
とができないものとなった。膨大で複雑な教示プログラ
ムを必要とする少量多品種の大形構造物の溶接自動化を
進めるためには，教示作業を短時間で行うことが必要で
あり，これにはオフライン教示が有効なためである。
7．1　建築鉄骨のオフライン自動教示システム

　建築鉄骨構造物は，物件ごとに設計が異なるためサイ
ズや板厚が様々であるが，形状は相似形で溶接箇所は決
まっている。建築鉄骨オフライン教示システムは，パソ
コンでワークの寸法値を入力することによってロボット
の軌跡と溶接施工条件を自動的に生成するため，教示作
業は極めて能率的である。
　さらに，ロボットが溶接ワイヤの電気的導通を確認す
ることによって部材の取付け位置を自動取得するなど，
入力項目をさらに少なくして教示作業者の負荷軽減を図
るための機能開発を進めている。
7．2　橋梁のオフライン自動教示システム

　橋梁構造物も建築鉄骨と同様に，案件ごとに設計が異
なる，少量多品種生産の典型的な分野ではあるが，ロボ
ットの導入実績が多い。橋梁業界では早くから専用
CADが導入されており，橋梁オフライン教示システム
は，このCADデータから溶接線を抽出し，ロボットの軌
跡を自動的に作成することができる。また，溶接施工条
件も教示プログラムに自動的に組込まれるため，作業者
は溶接対象物の実際の設置位置を 2 点教示するだけでロ
ボットによる溶接作業が可能となる。
7．3　建設機械のオフライン教示システム

　ロボットシステムがリプレースされる際には，さらな
る生産性向上や合理化を目指した新しい構成のシステム
が導入される場合が多く，従前の教示データは流用でき
ない。リプレース時の生産中断期間を短縮するための有
効な手段としても，オフライン教示システムが使用され
ている。
　近年，3 次元CAD設計の普及により，溶接対象物のモ
デリングはCADデータの変換だけで済み，オフライン教
示の効率的な運用環境が整ってきた。また，オフライン
教示システムの導入促進と活用効果を高めるため，機能
面では，ロボットと溶接対象物の干渉を自動的に回避す
る機能の強化など，ロボットの軌跡を作成する作業時間
を短縮する開発を進めている。図4にオフライン教示シ
ステムの操作画面例を示す。
7．4　その他少量多品種向けオフライン教示システム

　少量多品種であっても，形状が類似している溶接対象

物にはオフライン教示システムが有効である。あらかじ
め，一つの溶接対象物が実システムで溶接可能な教示デ
ータを作成し，ソフトウェア上で自動的に変形して寸法
が異なる種類の溶接対象物に対応する方法が使われてい
る。

8．IT による生産性向上

　ネットワーク接続したロボットコントローラから各種
情報をパソコンに取込み，生産管理用情報に加工するソ
フトウェアを開発している。この情報は生産性の向上に
活用されている。
8．1　鉄骨生産管理情報ソフト

　ロボットの運転状況や溶接完了予測時刻の把握によ
り，的確な段取りが可能になる。また，ロボット稼働実
績データは精度の高い工程計画の作成に有効であり，無
駄のない生産につなげることができる。
　さらに，継手のギャップ幅の変動や溶接入熱の実績を
データとして蓄積することにより，品質管理に役立てる
ことができる。
8．2　安定生産支援システム

　ロボットシステムの安定生産を維持するにはシステム
を常に監視し，問題の発生を未然に防ぐ必要がある。ま
た，問題が発生した場合には速やかに改善することが求
められる。
　当社は，アーク発生率や日々の生産量など生産管理デ
ータを容易に把握し，エラーの発生箇所や内容をはじめ
とする問題発生時の情報の取得を正確かつ容易にした，
生産改善を支援するシステムを開発した。顧客において
は，ロボットの稼働率向上や稼働時間の増加に向けた改
善作業が実施されている。

むすび＝溶接工程の自動化を進める上で，ロボット制御
技術と溶接材料・溶接電源を含む溶接技術，各種センサ
技術，オフライン教示技術，ポジショナなどの周辺装置，
および生産管理情報活用技術の進歩が必要である。ま
た，これらの技術を組合せ，顧客に最も適したシステム
を構築するエンジニアリング技術が重要である。当社は
今後も技術開発を推進し，溶接の高能率化と高品質化の
ための溶接ロボットシステムを提案し具現化することに
よって世界に向けて溶接ソリューションを提供していく。
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図 4  オフライン教示システムの操作画面
������  Operating display of off-line teaching system
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まえがき＝海洋構造物の大形化および使用環境の寒冷地
化が進む中，より一層の高強度，高じん性化が求められ
つつあり，当社としても高強度鋼用溶接材料の改良・開
発に取組んでいる。
　溶接金属のじん性を向上させるためには，通常（1）マ
トリックス（素地組織）の強化，（2）ミクロ組織の微細
化，および（3）アシキュラー（針状）フェライトの形成
の三つの機構が利用される。この三つの機構は全てオー
ステナイト（γ）から初析フェライト（α）への変態を
制御するものである。ここで当社は，新たな溶接金属の
じん性向上技術を探索するため，高温段階でのデルタフ
ェライト（δ）からγへの変態に着目し，γ粒径を制御
することによって溶接金属のじん性に及ぼす影響を調査
した。
　鉄鋼材料においては，γ粒径に及ぼす合金成分の影響
や機械的性質との関係，またγ粒径の微細化技術などが
研究されているが1），溶接金属についてはこれまでほと
んど検討されていない。そこで本稿では，高温レーザ顕
微鏡を用いて，高強度鋼用溶接金属のγ粒径と組織変化
をその場観察により評価した。さらに，γ粒径に及ぼす
各影響因子（化学成分，溶接法）を明確にした上で，溶
接金属の低温じん性に及ぼすγ粒径の影響を検討した。
以下にその概要を報告する。

1．試験方法

1．1　試験片作製

　本稿では，溶接金属のγ粒径の制御について，溶接金
属の含有酸素の量，含有アルミニウム元素の量（以下，
Al量という），および溶接法の三つの影響因子を検討し
た。酸素量については，溶接金属の酸素量に比例して酸
化物系介在物が増え，“ピン止め効果”（溶接金属内部に

分散された介在物や不純物などは粒界移動に対してピン
として働き，結晶粒の成長を抑制する現象）によりγ粒
径が変化することを想定した。一方，Al量については，
溶接金属のAl量が増えるにつれてFe-C-Alの擬二元系平
衡状態図におけるγ単相領域が減少するとともに，Al 添
加により溶接金属の酸素量も変化して，γ粒径が変化す
ることを想定した。溶接法としてはサブマージアーク溶
接（SAW），ガスメタルアーク溶接（GMAW），およびガ
スタングステンアーク溶接（GTAW）の 3 種類の溶接法
において，溶接金属の酸素量が変化することによるγ粒
径の変化を想定した。以上のγ粒径制御における各影響
因子を検証するため，まず引張強さ780MPa級鋼用SAW
材料（JIS Z3183-2012 S80J4-H4）をベースとして，フラ
ックスの成分系を変化させた試験材料を用い，酸素量と
Al量 の 異 な る 溶 接 金 属 を 作 製 し た。GMAWお よび
GTAWの試験では，SAWで作製した溶接金属の化学成
分を狙って調整したソリッドワイヤを用いて，シールド
ガス中のArとCO2の比率を変化させることにより低酸素
系の溶接金属を作製した。各溶接法における溶接条件と
開先形状を表1に示す。引張試験および衝撃試験の試験
片はJIS Z3111-2005に従い，溶接金属の中央かつ板厚中
央より採取した（図1）。また，γ粒径測定用の試験片は，
作製した多層溶接金属の最終パスの原質部からφ5.0×
1 mm厚さで採取し，表面を鏡面研磨処理して作製した
（図 1，図 2）。
1．2　高温レーザ顕微鏡によるγ粒径の測定

　高温レーザ顕微鏡システム（図3）の赤外線集光型加熱
炉内に試験片（図 2）を設置して熱サイクル（図 4）を
与えた。この熱サイクルは，溶接時溶接金属の再熱部粗
粒域（最高温度1,300～1,400℃程度）の温度履歴を再現す
るものである。そしてその場で0.03秒の時間分解能でγ
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粒径を測定した2）。γ粒径の測定にあたっては，高温レ
ーザ顕微鏡で観察したγ生成時の写真（視野：0.4×
0.3mm）を用いた。観察写真上に横20本，縦20本の等間
隔の直線，および斜めに2本の直線（合計42本の直線）を
引き，各線ごとにγ粒の数を測定して，γ粒径を算出す
る。その42本ごとに算出した値を平均して供試材のγ粒
径とした。
1．3　その他の性能評価

　溶接金属のミクロ組織を光学顕微鏡で観察し，介在物
の大きさや個数密度をEDX（Energy Dispersive X-ray 
spectroscopy）分析およびEPMA（Electron Probe Micro 
Analyzer）分析により調査した。また，溶接金属の機械
的性質評価は，引張試験（JIS Z2241-2011，6.0φ），シャ
ルピー衝撃試験（JIS Z2242-2005）を実施した。

2．試験結果と考察

2．1　酸素量の影響

　酸素量を変化させたSAW材料の溶接金属の化学成分
分析結果と引張試験結果を表2に示す。図5に溶接金属

12 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 63 No. 1（Apr. 2013）

表 1  溶接条件と開先形状
Table 1  Welding conditions and groove configuration

図 4  熱履歴
Fig. 4  Thermal history

表 2  溶接金属の化学成分分析結果と引張試験結果（SAW）
Table 2  Chemical compositions and tensile properties of weld metal

図 3  高温レーザ顕微鏡の模式図
Fig. 3 Schematic illustration of high temperature laser scanning 

confocal microscopy (HLSCM)

図 1  試験片の採取位置
Fig. 1  Location of test specimen

図 2  γ粒径測定用試験片の形状
Fig. 2  Test specimen for measuring γ grain size



の酸素量とγ粒径の関係を示す。酸素量が減少するとγ
粒径が大きくなる傾向が見られた。一方，図 6にγ粒径
とシャルピー吸収エネルギーの関係を示す。γ粒径が大
きくなると溶接金属のじん性は向上する傾向が見られ
た。酸素量とγ粒径の関係を考察するため，供試材A，
C，Dにおける酸化物系介在物の大きさと個数密度を測
定 し た（図 7）。溶 接 金 属 の 酸 素 量がD（460ppm），C

（300ppm），A（190ppm）の順に減少するにしたがって酸

化物系介在物（介在物径は主に0.3～0.5μm）の数が減っ
ている。酸化物系介在物は“ピン止め効果”があること
から，酸化物系介在物が少ないとγ粒径が大きくなると
考えられる3）。また，γ粒径と相変態の関係を考察した
（図8）。γ粒径が大きいほど粒内の変態が促進され，粒
内ベイナイト（アシキュラーフェライト）が形成されて
いる。逆に，γ粒径が小さいほど粒内変態が抑制され，
粒界から粗大な粒界ベイナイト（上部ベイナイト）が形
成されている（図 8 － h）4）～ 6）。
2．2　Alの影響

　SAWの溶接金属のAl量を 2 水準とし，同時にそれぞれ
のSi量を変化させた溶接金属を作製した。溶接金属の化
学成分分析結果と引張試験結果を表 3に示す。また，Al
量とγ粒径の関係を図9に示す。Al量が増えると酸素量
が減少し，γ粒径が大きくなる傾向が見られた。これ
は，Alによる脱酸効果によって酸素量（酸化物系介在物）
が減少し，γ粒の成長を抑制する酸化物系介在物の“ピ
ン止め効果”が弱くなるためと考えられる。また， γ粒
径とじん性の関係を図10に示す。Alを少量添加しγ粒
径が110μm以下の場合，γ粒径が大きくなるとじん性は
上昇する傾向が見られた。一方，Al を多量添加しγ粒径
が114μm以上であると，γ粒径は大きくなるが，じん性
は劣化し，強度が大きく上昇した。これは，低Alの組織
はベイナイト主体の組織であり，高Alの組織はマルテン
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図 5  溶接金属の酸素量とγ粒径の関係
Fig. 5  Relationship between [O]WM and γ grain size

図 6  γ粒径と吸収エネルギーの関係
Fig. 6  Relationship between γ grain size and absorbed energy

図 7  酸化物系介在物の粒度分布
Fig. 7  Granularity distribution of oxygen inclusions

図 8  γ粒径と相変態の関係
Fig. 8  Relationship between γ grain size and phase transformation



サイト主体と，それぞれの変態特性が異なるためと考え
られる。さらに，γ粒径と低温じん性に及ぼすAl量と酸
素量の比率（Al/O）の影響を図11に示す。Al/Oが高くな
るとγ粒径がやや大きくなる傾向があるが，じん性は
Al/Oが0.46近傍が良好な値であった。この比率ではミク
ロ組織が最も微細化しており，じん性については，Al/O
の適正範囲があることが確認された。これは，Al/Oが
適正な範囲の場合，溶接金属中の介在物はAl-Mn系スピ
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表 3  溶接金属の化学成分分析結果と引張試験結果（SAW）
Table 3  Chemical compositions and tensile properties of weld metal

図10  γ粒径と吸収エネルギーの関係
Fig.10  Relationship between γ grain size and absorbed energy

図 9  溶接金属のAl量とγ粒径の関係
Fig. 9  Relationship between [Al]WM and γ grain size

表 4  溶接金属の化学成分（mass％）
Table 4  Chemical compositions of weld metals (mass％)

図11  溶接金属の [Al/O] と吸収エネルギーおよびγ粒径の関係
Fig.11 Relationship between [Al/O]WM and absorbed energy, γ grain size



ネル型酸化物が主体であり，微細なアシキュラーフェラ
イト組織の形成を促進するためと考えられる。一方，
Al/Oが低い場合，Al量の少ない溶接金属中の介在物は
Si-Mn系酸化物が主体となり，Al/Oが高い場合，Al量が
過剰な溶接金属中の介在物はAl2O3が主体である。じん
性の劣化については，両方ともにアシキュラーフィライ
トの核生成を促進するAl-Mn系スピネル型酸化物が少な
いためと考えられる。
2．3　溶接法の影響

　SAW，GMAW，GTAWの各溶接法で作製した溶接金属
の化学成分を表 4に示す。また，各溶接法の溶接金属の
酸素量とγ粒径および低温じん性の関係を図12に示す。
酸素量が減少するとγ粒径が大きくなり，じん性は向上
する傾向が見られた。γ粒径が大きくなるのは酸素量
100ppm以下の極低酸素域の場合も同様で，酸化物系介
在物の量が非常に少なくなり“ピン止め効果”が低下す
るためと考えられる。ただ，GMAWでは酸素量が250ppm
前後と高いがγ粒径は大きくなっており，今後，さらな
る確認が必要と思われる。

むすび＝高強度鋼用溶接金属のγ粒径の制御に及ぼす化
学成分，溶接法の影響および溶接金属の低温じん性に及
ぼすγ粒径の影響について調査した。その結果，以下の
ことが確認された。
（１）γ粒径に及ぼす酸素の影響

　SAW溶接金属では，酸素量が増えると酸化物
系介在物の“ピン止め効果”によってγ粒径が小
さくなる傾向が見られた。

（２）γ粒径に及ぼすAlの影響
　SAW溶接金属では，Al量が増えると溶接金属
の酸素量が減少し，γ粒径が大きくなる傾向が見
られた。

（３）γ粒径に及ぼす溶接法の影響
　GTAWでの100ppm以下の極低酸素溶接金属の
場合，酸素量が減るとγ粒径が大きくなり，低温
じん性は向上する傾向が見られた。

（４）γ粒径とじん性の関係
　γ粒径が大きいほどじん性は向上する傾向であ
った。これは，γ粒径が大きいほど粒内の核生成
が促進されるためと推定される。

　「溶接金属のγ粒径を制御する」という従来の知見と
異なる新たな観点から高張力鋼用溶接材料における高じ
ん性化に関して検討した。今後，高張力鋼用溶接材料の
主要ユーザである海洋構造物業界におけるさらなる高強
度化・高じん性化などの要求に対して，本技術の検討お
よびそれに基づく溶接材料の開発に取組んでいく予定で
ある。
　本稿は，大阪大学接合科学研究所小溝研究室との共同
研究成果の概要を報告したものであり，小溝裕一教授を
はじめ関係各位から多大なご指導をいただいた。ここに
謝辞を表します。
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図12  溶接金属の酸素量とγ粒径および吸収エネルギーの関係
Fig.12  Relationship between [O]WM and γ grain size, absorbed energy



まえがき＝近年のエネルギー需要の高まりに伴って世界
の石油・天然ガス開発は活発化しており，東南アジア，
韓国，中国などでの海洋構造物建造量が大幅に増加して
いる。また，資源探索の範囲が深海や低温の海洋に広が
るにつれて，海洋構造物に用いられる鋼材の高強度化，
高じん性化が進んでいる。高強度化に向けた対応では，
従来0.2％耐力（以下，YSという）460MPa以下が主体で
あったものがYS500MPaからYS690MPa級といった鋼材
の使用が増加してきている。じん性面では，－40℃から
－60℃でのシャルピー衝撃吸収エネルギー値に加え，溶
接継手には近年，ぜい性破壊発生防止特性が要求される
ようになってきている。このため，破壊じん性値として
後述の限界CTOD値が要求スペックに付与されることも
増えている。
　本稿では，近年の海洋構造物の高深度化の動向やそれ
に対応した高品質溶接材料の開発状況について述べる。

1．海洋構造物の種類

　石油・天然ガス用海洋構造物は，海底に直接支持され
る固定式・着底式と間接的に支持される浮体式に大別さ
れる。固定式・着底式設備としては，海底に固定した脚
部に掘削設備などの上部構造を搭載したジャケット
（Jacket），固定式脚部と昇降可能な上部構造からなる甲
板昇降型海洋掘削装置（Jack-up Rig），可撓（とう）性の
脚部を持つコンプライアント・タワー（Compliant Tower；
CT）などがある。浮体式設備としては半潜水型移動式
海洋石油掘削装置（Semi-Submergible Rig；SSR），緊張

係留式プラットフォーム（Tension Leg Platform；TLP），
浮体式石油生産・貯蔵・積出し施設 （Floating Production, 
Storage and Offloading facility；FPSO），係留式であり円
筒形の浮体式下部構造を備え貯油能力を持つスパー
（Spar）などが挙げられる。浮体式の設備は固定式より
も大水深の海域で掘削・生産を行うことができるため，
近年の海洋資源探索域の高深度化に伴って建造数が増加
傾向にある。表 1に主な海洋構造物の種類と稼動水深，
鋼材の強度クラスを示す1），2）。構造物の大形化に伴い，
軽量化を目的としたYS460～690MPa級の高強度鋼の適
用例が増えている。

2．海洋構造物の設計概念

　1980年に起きたAlexander Kielland号の転覆事故 3）を
契機とし，1980年代には構造物の安全性を高めるため設
計思想に弾塑性破壊力学が導入された。これにより，鋼
板に対してはぜい性き裂の伝播停止特性（アレスト特性）
が，また溶接継手にはぜい性破壊の発生防止特性が要求
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＊1 溶接事業部門　技術センター　溶接開発部

海洋構造物用高強度・高じん性溶接材料の開発状況

Recent Development of High-strength and Tough Welding Consumables 
for Offshore Structures

As the exploration fields of oil and gas resources expand into deeper and colder seas, higher strength and 
greater toughness are required for the structural materials, including welding materials, used in offshore 
structures. Recent offshore structures require structural materials having sufficient CTOD properties, 
including yield strength of 460MPa or higher and good impact toughness down to －60℃. To meet such 
requirements, we have developed advanced welding consumables for shielded metal arc welding (SMAW), 
submerged arc welding (SAW) and flux cored arc welding (FCAW). For SMAW and SAW consumables, the 
basicity of the flux was adjusted to reduce the oxygen content in the weld metal, thereby achieving good 
impact toughness down to －60℃, a high yield strength of over 500MPa, and a high CTOD value down to 
－40℃.  The FCAW consumable has been improved with optimized deoxidizers and the appropriate addition 
of Ni and Mn to produce a weld metal having a very fine microstructure, thus achieving both a yield strength 
of over 690MPa and good impact toughness down to －60℃.

■特集：溶接・接合技術 FEATURE : Welding and Joining Technologies
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表 1  海洋構造物の種類と稼動水深および鋼材強度
��������Type, operating water depth and steel grade of offshore 

structures



されるようになってきた。具体的には，海洋構造物を中
心に破壊じん性値として限界CTOD（Crack Tip Opening 
Displacement）値の要求が付加されるようになった。
　CTOD試験は，疲労予き裂を導入した試験片を曲げや
引張により開口させ，不安定破壊が開始する時のき裂開
口量を測定するものである。限界CTOD値は，不安定破
壊発生時，あるいは不安定破壊が生じない場合は最高荷
重時のき裂先端での開口量を示す。一般に，海洋構造物
の分野で要求される限界CTOD値は0～－10℃におい
て0.10mmないし0.25mm以上であるが，最近では－30～
－40℃の厳しい要求も見られる。

3．海洋構造物用溶接材料

　海洋構造物の溶接には，YS320～420MPa級，YS460～
500MPa級およびYS690MPa級高強度鋼用と幅広い強度
クラスの溶接材料が用いられる。これらの溶接材料は，
一般造船用で適用される船級協会認定材料も用いられる
が，厳寒海域での使用，構造部材の厚板化と高強度鋼材
の使用など，海洋構造物に特有の設計要求を満足するた
めには既取得の認定品質以外の品質を要求される場合が
多い。とくに低温じん性への要求が厳しいため，海洋構
造物の溶接には低温用鋼用溶接材料が多く用いられる。

　当社における海洋構造物用低温仕様溶接材料の代表例
を表2に示す。表中のほとんどの材料は－60℃程度まで
の シ ャ ル ピ ー 衝 撃 性 能 要 求 に 対 応 可 能 で あ り，
YS690MPa級鋼用および一部の材料を除き，－10℃以下
でのCTOD要求にも対応可能である。

4．高じん性溶接金属設計指針

4．1　溶接金属のじん性向上手法

　溶接金属のじん性向上には，①マトリックスの強じん
化，②変態点低下によるミクロ組織の微細化，さらに③
酸化物などの粒内核生成サイト導入によるミクロ組織の
針状微細組織（アシキュラーフェライト）化が有効であ
り，これらは強度に関係なく共通の高じん性化手段であ
る。
　一方，溶接金属ミクロ組織は，YS500MPa以下の溶接
金 属 は 主 に フ ェ ラ イト＋パ ー ラ イ ト 組 織 を，また
YS600MPa以上ではベイナイト＋マルテンサイトを主体
とした組織を呈している。このため，じん性の確保も視
野に入れた低温仕様溶接材料においては，YS500～
600MPa程度の強度を境として溶接金属の基本的な成分
設計は大きく異なっている。強度別のじん性向上手段を
表 3に示す。現在は，YS500MPa以下の強度クラスで
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表 2  海洋構造物用低温仕様溶接材料
���������Welding consumables for offshore structure requiring low temperature toughness

表 3  溶接金属のじん性向上手段
���������Method to improve toughness of weld metal



は，主にTi-B複合添加によって粒界フェライトの抑制お
よびアシキュラーフェライトの生成を行っている。また
YS600MPa以上では，主にNi添加量の増大によってマト
リックスの強じん化と組織の微細化を図っている。さら
に，共通の手段として溶接金属の低酸素化が挙げられ
る。
4．2　CTOD設計手法

　溶接材料を開発する際，全試作材においてCTOD試験
を行うことは多大な手間とコストがかかり現実的ではな
い。そこで，簡便な試験法であるシャルピー衝撃試験か
らCTOD試験結果を推定する手法として，図 1に示す関
係を用いている。横軸はシャルピー衝撃試験におけるぜ
い性破面率，縦軸はCTOD試験における各種破壊モード
の出現率である。なお，このときのシャルピー衝撃試験
の試験温度は，板厚効果による温度シフト（ΔT）4）を考
慮したものである。プロットは種々の板厚，入熱でシャ
ルピー衝撃試験およびCTOD試験を行った際の実測値，
曲線は実測値を近似したものである。この図より，不安
定破壊（cモード）を回避し，完全延性破壊（mモード）
または安定延性き裂成長からの不安定破壊（uモード）と
するためには，シャルピー衝撃試験におけるぜい性破面
率がおおむね40％以下であればよいことがわかる。

5．YS500MPa 級鋼用被覆アーク溶接棒の開発5）

　YS500MPa級鋼用でさらなる高じん性化に対応するた
め，－40℃のCTODを満足する被覆アーク溶接（以下，
SMAWという）棒の開発を行った。
5．1　開発のコンセプト

　開発の目標スペックとして，YS500MPa以上および板
厚50～60mm，試 験 温度－40℃に お け る 限界CTOD値
0.10mm以上を設定した。－40℃のCTODを推定するた
めのシャルピー衝撃試験の試験温度は，板厚50mmにお
ける温度シフト量－34℃を考慮して－74℃となる。
　高じん性化の手法としては，主に溶接金属の低酸素化
を用いている。SMAW材の場合，溶接金属中の酸素量は

被覆材の塩基度（BL）の調整によって制御可能である。
塩基度を調整して作製した溶接金属中の酸素量と試験温
度－74℃におけるぜい性破面率の関係を図2に示す。ぜ
い性破面率40％以下を安定的に満足させるためには，溶
接金属中の酸素量を200ppm以下にする必要があること
がわかる。
　上記の塩基度調整に加え，ぜい性破面率を低下させる
ために溶接金属中Si量の最適化を行った。図 3に溶接金
属中Si量と－ 74℃ におけるぜい性破面率の関係を示す。
図中の数字は溶接金属中の酸素量である。Si量が0.4％
以上では固溶Siによるマトリックス脆化によりぜい性破
面率が上昇し，0.4％以下ではSiの脱酸作用の低下によ
り酸素量が増加し，ぜい性破面率が上昇に転じている。
そこで，開発材では溶接金属中Si量を最適値である約
0.4％になるように調整した。
5．2　溶接金属の機械的性質

　開発材“LB‐67LJ”を用いて作製した継手溶接金属の
引張・シャルピー衝撃試験結果を表 4に示す。同様の継
手を用いて評価した溶接入熱と試験温度－40℃での限界
CTOD値の関係を図 4に示す。板厚は60mmで X 開先に
よる両面溶接を行った。溶接金属強度はYS≧500MPaを
満足し，シャルピー吸収エネルギーも本強度クラスにお
ける船級協会の要求値50Jに比べて十分高い値を示して
いる。また4.0kJ/mm程度の溶接入熱においても0.25mm
以上の限界CTOD値が得られ，破壊モードも全てmまた
はuモードである。
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図 1 シャルピー衝撃試験におけるぜい性破面率とCTOD試験に
おける破壊モード出現確率の関係

������ Relationship between brittle fracture area in Charpy impact 
test and probability of occurrence of fracture mode in CTOD 
test

図 2 溶接金属中酸素量と－ 74℃シャルピー衝撃試験における脆
性破面率の関係（SMAW）

������ Relationship between oxygen content in weld metal and 
percent brittle fracture at －74℃ for Charpy impact test 
(SMAW)

図 3 溶接金属中Si量と－74℃シャルピー衝撃試験における脆性
破面率の関係（SMAW）

������ Relationship between Si content in weld metal and percent 
brittle fracture at －74℃ for Charpy impact test (SMAW)



6．YS500MPa 級鋼用サブマージアーク溶接材
料の開発6）

　サブマージアーク溶接（以下，SAWという）材料にお
い てもYS500MPa以 上，－40℃に お け る 限界CTOD値 
0.10mm以上を目標に，ボンドフラックスをベースに開
発を行った。
6．1　開発のコンセプト

　前章のSMAW材と同様，溶接金属の高じん性化手法と
して主に溶接金属中酸素量の低減を用いている。フラッ
クスの成分系を変化させた試験材料を用い，溶接金属中
の酸素量と試験温度－74℃におけるぜい性破面率を調査
した（図 5）。SAW材料の溶接金属においては，酸素量が
約300ppm以下で－74℃におけるぜい性破面率40％以下

が得られている。しかしながら，SAWにおいては溶接
金属中の酸素量が低下するとビード形状が劣化する傾向
があり，溶接作業性とじん性をバランスさせるために酸
素量を約280ppm程度に調整した。
6．2　溶接金属の機械的性質

　開発したSAW材料を用いて作製した継手溶接金属の
引張・シャルピー衝撃試験結果を表 5，溶接入熱と試験
温度－40℃での限界CTOD値の関係を図 6に示す。継手
形状は板厚60mmの X 開先である。SMAW材の試験結果
と同様，溶接金属強度はYS≧500MPaを満足しており，
シャルピー吸収エネルギーも－60℃まで50Jを大きく
上回っている。－40℃における限界CTOD値は，入熱
4.0kJ/mmにおいて 0.40mm 以上と高い値を示しており，
破壊モードも全てmモードまたはuモードである。
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表 4  LB-67LJ継手溶接金属の機械的性質
���������Mechanical properties of welded joint with LB-67LJ

図 4 LB-67LJ継手溶接金属の溶接入熱と試験温度－40℃限界
CTOD値の関係

������ Relationship between heat input and critical CTOD value at 
－40℃ of welded joint with LB-67LJ

図 5 溶接金属中酸素量と－74℃シャルピー衝撃試験における脆
性破面率の関係（SAW）

������ Relationship between oxygen content in weld metal and 
percent brittle fracture at －74℃ for Charpy impact test 
(SAW)

表 5  開発SAW材料による継手溶接金属の機械的性質
���������Mechanical properties of welded joint with developed SAW consumable



7．YS690MPa 級鋼用フラックス入りワイヤの開発7）

　従来，高強度鋼の全姿勢溶接にはSMAW材が主に適用
されてきたが，溶接作業の高能率化ならびに脱技能化の
観点から，フラックス入りワイヤ（以下，FCWという）
の適用要求が高まっている。そこで，ジャッキアップ・
リグなどで多く用いられるYS690MPa級鋼に対応した全
姿勢用FCWの開発を行った。先に述べたように，海洋構
造物用溶接材料に要求されるじん性レベルは厳しくなっ
ており，YS690MPa級のような高強度鋼用溶接材料の開
発においては強度とじん性の両立が大きな課題となる。
7．1　開発のコンセプト

　FCWにおいても，溶接金属の低酸素化はじん性向上に
おいて有効である。軟鋼からYS500MPaクラスの全姿勢
溶接用FCWは，チタニア系FCWが主流であり，YS690MPa
級までの高強度鋼用FCWの場合にも良好な溶接作業性
が得られやすい。しかしながら，チタニア系FCWで形成
された溶接金属は酸素量が高くなる傾向があり，高強度
になるほど良好なじん性を得ることが難しくなる。一方
FCWにおいては，SMAWやSAW材料のように，酸素量
を低減させるためにフラックスの塩基度を上げると主に
立向姿勢の溶接作業性が劣化し，全姿勢溶接に適用でき
ないなどの問題が生じる。
　図 7に高張力鋼（YS690MPa級）用FCWによる溶接金
属中の酸化物個数密度とシャルピー衝撃試験における上
部棚エネルギー（vE-Shelf）との関係を示す。vE-Shelfは
酸化物個数密度が高いほど低下する傾向が見てとれる。
さらに，図 8に溶接金属のベイナイト粒径とシャルピー
衝撃試験における延性－ぜい性遷移温度（Fracture 
Appearance Transition Temperature，以下FATTという）
との関係を示す。ベイナイト粒の微細化がFATTの低下
に有効であることがわかる。すなわち，高張力鋼用FCW
溶接金属においては，酸化物の個数密度を抑えつつ粒内
ベイナイト変態を促進させて組織を微細化すれば良好な
じん性を得られると考えられる。開発ワイヤにおいて
は，脱酸剤の最適化によって溶接金属中の酸素量と酸化
物個数密度を抑制するとともに，主にNi，Mn添加によ
ってベイナイト変態温度を低下させて組織を微細化する
ことにより，じん性の向上を図っている。

7．2　ミクロ組織形態

　図 9に開発材“DW-A80L”で作製した溶接金属のミク
ロ組織（左図），および電子線後方散乱回折法（Electron 
Backscatter Diffraction，以下EBSDという）解析により
測定した方位マップ（右図）を示す。全面にわたって粒
内ベイナイトが認められ，非常に微細な組織が形成され
ている。方位マップを元に測定した組織サイズは約1.66
μmであった。図10にDW-A80Lで作製した溶接金属中
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図 7  酸化物個数密度と上部棚エネルギ（vE-Shelf）の関係
������ Relationship between number density of oxide and upper 

shelf energy (vE-Shelf)

図 8  ベイナイト粒径と延性－ぜい性遷移温度（FATT）の関係
������ Relationship between grain with of bainite and fracture 

appearance transition temperature (FATT)

図 9  溶接金属ミクロ組織写真およびEBSD方位マップ
������  Microstructure of weld metal and EBSD orientation map

図10  溶接金属中酸化物の光学顕微鏡写真
������  Optical micrograph of oxide in weld metal 

図 6 開発SAW溶接材料による継手溶接金属の溶接入熱と試験温
度－40℃限界CTOD値の関係

������ Relationship between heat input and critical CTOD value at 
－40℃ of welded joint with developed SAW consumable



の酸化物を光学顕微鏡により観察した結果を示す。画像
処理により酸化物の個数密度を測定したところ，約1.3
×107/mm3であった。
7．3　溶接金属の機械的性質

　DW-A80L用いて作製した継手溶接金属の引張・シャル
ピー衝撃試験結果を表 6に示す。板厚は50mmで X 開先
による両面溶接を行っている。溶接金属強度はYS690MPa
級の要求スペックを満足し，組織の微細化によりシャル
ピー衝撃試験の延性－ぜい性遷移温度は－60℃以下とな
っており，吸収エネルギーの低下が抑制されている。
7．4　溶接金属の耐低温割れ性

　YS690MPa級のような高張力鋼の溶接では，しばしば
溶接時に侵入する水素による低温割れが問題となる。そ
こで，開発ワイヤで作製した溶接金属の耐低温割れ特性
の評価を行った。評価は板厚50mmのY開先継手を用い
た窓枠拘束溶接割れ試験により行った。この試験は，試
験板を拘束板（板厚100mm）に全周多層のすみ肉溶接で
固定することによって高い拘束力を確保した後，開先内
を溶接するもので，実構造物の厳しい拘束状態を再現し
ている。
　表7に溶接条件および割れ試験の結果を示す。割れの
有無は溶接金属部の超音波探傷試験（UT）および溶接金
属部を切削しながらの磁粉探傷試験（MT）により評価し
た。低温割れを防止するために必要な最低予熱・パス間
温度は，溶接入熱が1.7kJ/mmの場合は50℃以下で，溶接
入熱1.0kJ/mmの場合は75℃であった。本ワイヤは低水
素化にも留意した設計としており，それにより良好な耐
低温割れ性を実現できている。

むすび＝本稿では，近年の海洋構造物の高深度・大形化
の動向とそれに対応した高強度・高じん性溶接材料の開
発状況について述べた。現状，当社の溶接材料はほとん
どの要求に対して広く対応可能なラインナップとなって
いるが，今後のさらなる高強度・高じん性化あるいは高
能率化の要求に対しても応えていかなければならない。
そのためには，多方面からのアプローチによる新技術の
検討，それに基づく溶接材料の開発に取組んでいく予定
である。
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表 6  DW-A80L継手溶接金属の機械的性質
���������Mechanical properties of welded joint with DW-A80L

表 7  窓枠拘束溶接割れ試験結果
���������Results of window type restrained weld cracking test



まえがき＝フラックス入りワイヤの主要消費ユーザであ
る造船分野では，90年代より船殻の 2 重構造化による構
造部材の大幅な増加や，近年の共通構造規則（Common 
Structural Rules）の改訂に伴う T 型ロンジなどの補強部
材の増加により，すみ肉溶接が大幅に増加している。溶
接工程の高能率化については，すみ肉溶接部の溶接時間
の低減が効果的であり，水平すみ肉溶接部の高速化に対
する要求が強くなっている。一方で品質面でも新塗装基
準（Performance Standard for Protecting Coating）が改訂
されるなど，溶接品質についてもより厳格に規制される
ようになった。溶接速度の高速化と溶接品質の両立とい
う技術課題に対し，当社は高速溶接施工法『TRIFARCTM 注1）』
を開発し，国内造船所やビルトアップロンジ製作メーカ
での適用が拡大している。
　また外業での船殻横シーム部の自動溶接化は，長年溶
接施工法の確立が望まれているものの，開先精度や自動
機のレール敷設，防風対策，最適溶接材料の選定などが
課題となり実用化に至っていない。当社ではこの技術課
題に取組むにあたり，横向溶接に最適な溶接材料とは何
かを追求し，横向溶接重視型フラックス入りワイヤ
『FAMILIARCTM 注2）MX-50H』を開発した。
　本報では上記技術に関し，開発以降のエンドユーザへ
の導入実例を交えて紹介する。

1．新高速水平すみ肉溶接施工法『TRIFARC』

1．1　従来技術の課題

　造船分野で使用される鋼板は保管時の発錆を防止する
目的で一次防錆剤（プライマ）が塗布されていることが

多いが，溶接時にアーク熱により燃焼した防錆剤の燃焼
ガスが原因となり，溶接後のビード表面に気孔欠陥を生
じる。この課題を解決する従来の高速溶接法としては 2
電極法がある1）。2 電極法は先行極と後行極の極間距離
を 25～30mmとし，一つの溶融池を形成することで燃焼
ガスの放出を促進し，高速溶接を可能とする技術であ
る。しかし，その適用溶接速度範囲は1.5m/minが上限
であった。すなわち，それ以上の速度領域では脚長サイ
ズとのバランスからワイヤ送給量を増加する必要がある
ため電流値を500A程度まで上げなければならず，高電流
を伴う2電極溶接法（極性タイプは共に直流プラス；DC-
EP）では，先行極は後行極，後行極は先行極に形成され
る磁界の影響を受け，溶融池に内向きの電磁力が作用し
溶融池が盛り上がった状態で高速溶接を行うこととな
り，結果溶融池が乱れて溶接ビードの形状不良や耐気孔
性の劣化を招いていたためである。
1．2　TRIFARCの特長

　前述の技術課題に対し，当社では 3 電極高速水平すみ
肉溶接施工法『TRIFARC』を開発した。TRIFARC のトー
チ配置を図1に示す。TRIFARCは従来の2電極法の極間
にアークを発生させず通電加熱されたフィラワイヤを挿
入し，かつフィラワイヤのワイヤ極性を直流マイナス
（DC-EN）とすることを特徴とする。フィラワイヤをア
ークを発生させずに固体のまま溶融池に挿入すること
で，溶融池が冷却され粘度が増加すると共に，表面張力
の影響により溶融池の揺動を抑制する効果が得られる。
さらに，ワイヤ極性を先行極，後行極とは逆の極性とす
ることで，2 電極間に形成される磁界干渉の影響を小さ
くし，溶融池に作用する電磁力の影響を緩和する狙いが
ある。これらの作用により高速溶接においても溶融池の
挙動を安定にすることができる（図2）。TRIFARCにおけ
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る先行極，後行極には要求される脚長サイズに対し，溶
接速度2.0m/minまでの速度領域でも安定した溶接ビー
ド，耐気孔性が得られるよう溶着速度，スラグ流動性を
調整したMX-200HS（1.6mm JIS Z3313 T49J0T1-0CA-U）
が，またフィラワイヤには添加する合金元素と添加量を
変更することで溶融池の粘性を調整した MG-1HS
（1.2mm）が適用される。
1．3　従来 2電極法との比較

　TRIFARCと従来の2電極法の溶融池の安定性を評価す
るため，ハイスピードビデオによる溶融池観察（図 3）
および後行極のアーク電圧変動の測定（図 4）を実施し
た。TRIFARCでは先行極，後行極間に形成される溶融池
が安定し，さらに後行極のアーク電圧の変動幅が小さく
なっている。図 5に TRIFARC，2 電極法を用いて溶接速
度2.0m/minで溶接したビード外観，および断面マクロ
組織を示す。2 電極法に比べて良好なビード外観，形状，
耐気孔性が得られている。また，それぞれの溶接施工法
による耐気孔性を評価した2）。供試鋼板には，造船所に
おいて汎用的に使用される無機ジンク一次防錆塗料をシ
ョットブラスト後に15±5μm塗布した鋼板を使用し，
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図 1  TRIFARCの概要とトーチ配置
������  Schematic of TRIFARC and its location of electrodes

図 2  TRIFARCにおける挿入ワイヤの効果
������  Effect of insert filler wire in TRIFARC

図 3 ハイスピードビデオによる従来法とTRIFARCの溶融池挙動
観察

������ Behavior of molten puddle between conventional processes and 
TRIFARC observed by a high-speed video system

図 4  従来法とTRIFARCにおけるアーク電圧変動測定結果
������ Fluctuation of arc voltage between conventional processes and 

TRIFARC 

図 5  ビード外観と断面マクロ組織の比較
������ Comparison of bead appearance and cross sectional 

macrostructure



立板端面は機械加工により平滑化し下板との密閉性を高
めることで，より燃焼ガスが放出されにくい（より気孔
欠陥が発生しやすい）条件で実施した（図 6）。評価時の
溶接速度は1.6，1.8，2.0m/minとしたが，2 電極法の推奨
適用範囲より高速領域での評価であるため，2 電極法は
1.6m/minのデータのみの比較試験とした。評価項目は
ピット発生数および表面ウォームホール発生率とし，ビ
ード表面における溶接方向の直径が1.5mm以下の欠陥を
ピット，それ以上に線状に伸びた欠陥を表面ウォームホ
ールとした。表面ウォームホール発生率は次式により算
出した値である。
　　Σd（mm）/ 600（mm）×100（％）
ここで d はビード表面に生じたウォームホールの合計長
さである。ピット，表面ウォームホール発生率は共に繰
返し数 3 回の平均で評価した。試験結果を図 7に示す。
溶接速度の増加に伴い気孔欠陥は増える傾向にあるが，
1.6m/minで比較した場合，TRIFARCでは 2 電極法に比
べて大幅に改善されている。同図に 2 電極法の適用速度
範囲である1.5m/minでのピット発生数を示す。TRIFARC
では，溶接速度2.0m/minにおいてもなお 2 電極法1.5m/ 
minと同程度の結果であり，良好な耐気孔性を有してい

る。
1．4　市場への導入状況

　造船分野においてTRIFARCが適用される設備には船
殻の補強部材となるロンジの製作ラインおよびそれらロ
ンジを単板に溶接するパネルラインとがある。それぞれ
の装置外観を図 8に示す。
　TRIFARCは住友重機械マリンエンジニアリング㈱の
ビルトアップラインに導入されて以来，本溶接施工法の
高能率性が評価されて，その後新設のパネルラインにも
適用された。その後も溶接学会や国際会議3）～5）などで紹
介されるなど本技術の認知度は向上し，現在に至るまで
に国内大手造船所やビルトアップロンジ製作メーカに本
溶接施工法を導入して頂いている。図 9にTRIFARC に
採用されるMX-200HSの2009～2011年の出荷量推移を2009
年のデータを100として示す。2009年以降，出荷量は増
加傾向にあり，納入した各社から高速溶接化による能率
向上だけではなく，耐気孔性の向上に伴う手直し工程の
短縮という点でも高い評価を頂いており，今後もさらな
る適用拡大が期待できる溶接施工法である。

2．横向自動溶接方法

2．1　横向溶接の現状

　外業での船殻横シーム部の溶接には，片側あるいは両
側に開先加工を行ったのち，全姿勢用フラックス入りワ
イヤにて多層盛り溶接を行うのが一般的である。長年，
横向施工の自動溶接化に対して強い要望があるものの，
開先精度の管理や自動機の走行レール敷設が必要である
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図 6  耐気孔性評価試験の供試鋼板
������  Specimens for porosity resistance evaluation

図 7  耐気孔性試験結果
������  Results of porosity resistance testing

図 8 住友重機械マリンエンジニアリング㈱におけるTRIFARC導
入ライン

������ Operation of TRIFARC at Sumitomo Heavy Industries Marine 
Engineering Co., Ltd

図 9  2009～2011年までのMX-200HS出荷量推移
������ Shipping amount of MX-200HS through 2009～2011 with the 

amount for 2010 being 100



こと，暴風対策や最適ワイヤの選定などに課題があり，
なかなか自動化には至っていない。そのような技術課題
を一つずつ解決してゆくべく，まずは横向溶接に最適な
溶接材料の開発に着手した。全姿勢用フラックス入りワ
イヤは，スラグ量が多いため単位時間あたりの溶着量が
小さく，自動化の最大メリットである高能率化を妨げる
可能性がある。また，開先内部でのスラグ剥離性が悪
く，スラグ除去作業に時間を要するだけでなく，スラグ
巻込みなどの溶接欠陥が生じやすい。さらに全姿勢用フ
ラックス入りワイヤはスラグ量を増やすことで立向上進
溶接における溶融金属の垂れを抑制する効果があるが，
横向溶接におけるビード形状は，スラグ量よりもスラグ
の凝固温度の影響を受けやすい。そのため溶接後のビー
ドが垂れ気味となり，外観の美麗さを損なっていた。溶
接前準備においても，最終層における溶接ビード垂れを
懸念し表当て材を用いるケースも多く，余分なコストと
時間を要していた。
2．2　横向溶接重視型フラックス入りワイヤMX-50Hの

開発

　全姿勢用フラックス入りワイヤが横向溶接において抱
える課題（溶着速度，開先内でのスラグ剥離性，溶接ビ
ードの垂れによる外観不良）に鑑みて開発されたのが
『MX-50H』である。MX-50Hと当社全姿勢用フラックス
入りワイヤDW-100の溶着速度比較を図10に示す。いず
れの電流域においてもMX-50Hの方が，溶着速度が速く，
平均で 7 ％程度向上している。開先内でのスラグ剥離
性，最終層での溶接ビード垂れに関しては，全姿勢用フ
ラックス入りワイヤのスラグ主成分となるチタン酸化物
より高い融点をもつスラグ成分系を用いることで，スラ
グ量を増加させることなく溶融金属を押さえ込み，溶接
ビード垂れを抑制している。全姿勢用フラックス入りワ
イヤ並みの大幅なスラグ量の増加を伴わない設計に加え
その他のスラグ成分を調整することにより，横向溶接に
おける開先内でのスラグ剥離性に優れたフラックス入り
ワイヤとなっている。図11にMX-50HとDW-100との横
向溶接後のビード外観比較を示す。全姿勢用フラックス
入りワイヤでは最終層の溶接ビードが垂れ気味となりや
すい溶接電流域（ワイヤ径1.2mm：270～300A）でも，
溶接ビード垂れの少ない美麗な外観が得られていること
が分かる。また当社で模擬した横向溶接継手試験では，
MX-50Hの使用によりDW-100と比べておよそ13％のア
ークタイム短縮を確認した。実施工での適用を考慮した
場合，開先内のスラグ除去作業に要する時間も低減され
るためさらなる能率向上が期待される。MX-50Hは，横

向溶接において全姿勢用フラックス入りワイヤが抱える
課題を克服し，自動溶接および半自動溶接での高能率化
に貢献できるフラックス入りワイヤである。MX-50Hの
ワイヤ諸元および溶着金属の機械的性質の一例を表 1，
表 2に示す。
2．3　大脚長水平すみ肉溶接用としての多様性

　横向溶接を重視して開発されたMX-50Hは，発生量が
少なく，かつ高融点のスラグ特性に加え，高溶着速度で
あるため，大脚長水平すみ肉溶接用としても適用可能で
あり，多様性に富んだフラックス入りワイヤともなって
いる。近年，造船分野では，共通構造規則の改訂により
使用鋼板の厚板化に伴うすみ肉の大脚長化が求められて
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図10  溶着速度比較
������  Comparison of deposition rate

表 1  MX-50Hのワイヤ諸元
���������Description of MX-50H wire

表 2  MX-50Hによる溶着金属の機械的性質および化学成分の一例
���������Typical mechanical properties and chemical compositions of metal deposited with MX-50H

図11  横向溶接における溶接ビード外観（半自動）
������ Bead appearance welded by semi-automatic horizontal 

welding process



いる。従来の水平すみ肉用フラックス入りワイヤの 1 パ
ス溶接での適用脚長範囲は4.0～7.5mmである。それ以
上の脚長を得ようとすると，溶接速度低下に伴う過大な
溶接入熱量の影響により，溶接金属が下脚側へ偏肉した
オーバラップ形状となり，その結果，指定の脚長を満足
しないことがあった。そのため，従来の溶接施工法で
8 mm以上の脚長を溶接する場合は 2 パス以上の溶接を
実施する必要があり，能率面から 1 パス溶接で大脚長を
得ることが可能なフラックス入りワイヤの開発が望まれ
ていた。MX-50Hは最大の特徴ともいえる高融点タイプ
のスラグ特性によって，溶融金属の凝固過程において下
脚側へ偏肉する溶接金属をスラグで押さえ込み，最大脚
長 9 mmの溶接を可能にした（図12，図13）。
2．4　市場への導入状況

　MX-50Hを開発して以降，国内数社で導入して頂いて
いる。横向溶接においてはスラグ剥離性を含む優れた溶
接作業性に加え，従来ワイヤからの高能率化が評価さ
れ，水平すみ肉溶接においては大脚長性と光沢あるビー
ド外観が評価されている。図14に2010年以降のMX-50H
の出荷量推移を2010年のデータを100として示す。横向

溶接については，溶接施工法としてまだまだ解決すべき
課題も多く，定着に至っているユーザは少ないが，今後，
横向自動溶接の施工法確立に向けた取組を継続し，高能
率・高品質化に貢献したいと考える。

むすび＝当社では，これまで造船分野が求めるトレンド
を把握し，フラックス入りワイヤや溶接施工法を開発し
てきた。TRIFARCは船殻の構造部材の増加および T 型
ロンジなどの補強部材の製作数増加に対応し，高能率か
つ高品質を有し，最高溶接速度2.0m/minを達成した画
期的な溶接施工法である。溶接総合企業として施工法開
発，電源開発，専用溶接材料開発などを一体化して技術
提案を行える当社の強みが発揮できた一例といえる。
　横向自動溶接化に向けては，スラグ特性を調整して横
向および水平すみ肉溶接における大脚長性に優れたMX-
50Hを開発し，エンドユーザでの高能率化に貢献してい
る。溶接施工法としてなお解決すべき課題が残るもの
の，今後も当社の強みを活かし施工法確立に向けた取組
を継続したい。
　
参　考　文　献
 1 ） 菅　哲男ほか．R&D神戸製鋼技報．1995, Vol.45, No.1, p.60.
 2 ） 長岡茂雄．R&D神戸製鋼技報．2008, Vol.58, No.1, p.67-68.
 3 ） H. Arita et al. IIW Doc.XII-1896-06.
 4 ） H. Arita et al. Welding in the world IIW-1877-07.
 5 ） Y. Yokota et al. IIW Doc.XII-1969-09.
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図12  スラグ凝固状況の比較（ワイヤ径1.2mm）
������  Comparison of slag solidification between MX-200 and MX-50H

図13  MX-50Hによる大脚長溶接の一例
������  Property of MX-50H for horizontal fillet welding

図14  2010～2012年現在までのMX-50H出荷量推移
������ Shipping amount of MX-50H through 2010～2012 with the 

amount for 2010 being 100



まえがき＝溶接材料の主流は，構造物の大形化や生産効
率の向上などのニーズを背景に，1980年代に被覆アーク
溶接棒からソリッドワイヤに，最近ではフラックス入り
ワイヤへとより高能率・高品質な材料へと変化している。
　このような時代の流れの中にあって，サブマージアー
ク溶接材料の全生産量に占める割合は10％程度と増減が
小さくほぼ一定の割合で推移している1）。これは，サブ
マージアーク溶接が高能率な施工法である優位性と，一
方では設備が比較的大形となることや溶接姿勢が下向・
横向に限定されるなどのマイナス面が理由と考えられ
る。
　本稿では，サブマージアーク溶接の施工法の概要と，
最大の特徴である高能率施工を有効に活用している各分
野での適用事例について，一部歴史的変遷を交えながら
紹介する。

1．サブマージアーク溶接の特徴

　サブマージアーク溶接は，アメリカのユニオンカーバ
イド＆カーボン社（以下，ユニオン社という）によって
1933年に開発され1936年には実用化されており，国内で
は1950年代に輸入された装置，溶接材料で船舶の建造に
適用されたのが始まりである2）。
　サブマージアーク溶接の模式図を図1に示す。他の溶
接法との違いは，フラックスとワイヤを別々に供給する
点と，アーク発生点がフラックスに覆われているためア
ークを直接見ることができない点である。最大の長所は
図 2に示すとおり，高溶着な施工法であるという点であ
り，鉄粉を添加したフラックスや多電極化などを組合せ
ることでさらに高溶着性を得ることができる。その他の
長所として，溶込みが深く開先断面積を小さくすること
が可能であり，さらには大気中の酸素や窒素などの混入

や風の影響を受けにくいなどが挙げられる。一方，短所
としては，比較的大形設備となるため，溶接長さが短い
場合などはセッティングに多大の時間を要し，アーク発
生率が著しく低下することや，溶接姿勢が下向，水平，
横向に限定されるなどが挙げられる。また，長所の一つ
である溶込みが深いが故に，溶接金属の機械的性質が鋼
板成分の影響を受けやすいことも挙げられる。
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図 1  サブマージアーク溶接法の模式図
������  Schematic of submerged arc welding

図 2  各溶接法の溶着速度
������  Welding speed of several welding process



2．サブマージアーク溶接材料の特徴

　サブマージアーク溶接材料は，1955年にワイヤが，
1959年に溶融フラックスがユニオン社との技術提携のも
と国内で生産が開始され，1962年には造船向けに我が国
独自のボンドフラックスが開発，実用化されている。フ
ラックスは図 3に示す溶融フラックス（Fused Flux），焼
結フラックス（Sintered Flux），およびボンドフラックス
（Bonded Flux）の 3 種類に大別される。溶融フラック
スおよび焼結フラックスはそれぞれ，溶解，高温焼成
（700～1,000℃）の工程があるため合金原料などの添加
ができず，またフラックス組成の特徴から主に入熱が小
さい溶接条件に適している。一方，ボンドフラックスは
焼成温度が400～600℃と比較的低温のため，高温で分解
あるいは酸化されるような原料を添加することが可能で
ある。そのため，大入熱での溶接作業性や溶接金属の機
械的性質に優れており，高強度・高じん性化，高溶着性
などの機能を持たせることができる。また，低温で焼成
するためフラックス水分量は他フラックスに比較して高
くなるものの，炭酸塩の添加によりアーク雰囲気で発生
したCO2ガスが水素分圧を低下させ，図 4に示すように
溶接金属中への水素の混入が抑制されて極低水素化が達
成できる。この技術はサブマージアーク溶接の高強度鋼
への適用を可能にしている。

3．高能率施工法の適用事例と特徴

3．1　造船分野

3．1．1　建造の歴史とサブマージアーク溶接

　1950年頃にリベットによる接合からアーク溶接が本格
的に採用されたことを皮切りに，1955年頃には船体平行

部の板継施工として母材の両側から 1 層溶接を行う両面
サブマージアーク溶接の適用が開始された。この施工法
は両側溶接であり，板の反転作業を伴う。そのため，そ
の後の船体の大形化が進むにつれて建屋高さの制限から
反転作業が困難になったことや，反転のためのクレーン
待ちなどの生産性の低下が問題となり，高能率施工法の
開発ニーズが高まっていった。
　このニーズに対応した施工法は広く研究され，1961年
には片側から 1 層溶接が可能な片面自動溶接法が開発さ
れ，船体平行部の板継に適用された。その後も研究が重
ねられ，当社では1964年に熱硬化性樹脂の採用とともに
フラックス組成・物性などを最適化した裏当てフラック
スを開発した。さらには，裏当て方法の特徴からFCB�

（Flux Copper Backing）法，RF �（Resin Flux）法と名付け
られた新施工法を開発し，翌1965年には実用化に成功し
た。この片面サブマージアーク溶接法は反転作業を省略
することができる。このため，コンベアラインとの組合
せによって流れ作業化が可能となったことから造船所で
広く採用され，その後，日本が造船大国となる礎になっ
た3）。
3．1．2　片面サブマージアーク溶接の特徴

　図 5にFCBTM 注1）法とRFTM 注2）法の概念図を示す。FCB
法は，銅板の上に裏当てフラックスを散布し，エアホー
スの圧力で鋼板裏面と密着させる構造である。大電流を
使用する厚板への適用性に優れている反面，溶接ひずみ
が大きい薄板への適用には裏当てフラックスの追従性の
点でやや難がある。RF法は，裏当てフラックスの下に耐
火フラックスを敷いてエアホースの圧力で鋼板裏面と密
着させる構造である。鋼板裏面の段差やひずみに対する
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図 3  各フラックスの製造工程
������  Production process of flux

図 4 ボンドフラックス中のCO2量と溶接金属の拡散性水素量の
関係

������ Relationship between CO2 content in bonded fluxes and 
diffusible hydrogen content in weld metal

図 5  FCB法，RF法の概念図
������  Schematic of FCB process and RF process

脚注 1 ）FCBは当社の商標である。
脚注 2 ）RFは当社の商標である。



追従性に優れている反面，厚板への適用性に若干難があ
る。図 6にはFCB法およびRF法による溶接継手の断面
マクロ組織を示す。
　FCB法およびRF法は，図 7に示すような大形の専用
装置を適用するのが一般的である。 最近の装置は，溶
接条件のプリセット化，タッチパネルの採用によるオペ
レーティングの容易化など，脱技能による溶接品質の安
定化が図れる機能が具備されている。また，FCB 法，RF
法の両者の長所を生かす兼用装置も実用化されている。
3．1．3　溶接継手性能

　大入熱施工では，母材熱影響部のじん性が問題となる
ことがしばしばあった。1970年代後半には，低温じん性
が要求されるLPG船の建造において母材熱影響部のじん
性劣化が著しく，片面サブマージアーク溶接の適用が困
難であった。この課題に対する溶接施工面からのアプロ
ーチでは，多電極溶接の先行電極と後行電極の距離を大
きく離して溶接入熱を分散させた大極間溶接法が開発さ
れた4）。その一方で，1980年代には圧延技術の進歩など
によって炭素当量の低いTMCP（Thermo Mechanical 
Control Process）鋼板が開発され，一気に課題が解決さ
れた。その結果，先の大極間溶接法は一部でのみ実用化
されたのにとどまった。
3．1．4　船体設計の変化と対応

１）ダブルハル化対応
　1989年に起きたアラスカ沖でのタンカー事故による原
油流出を契機に，5,000DWT以上のタンカーにはダブル
ハル（二重船殻）化が義務づけられた。これがタンカー
建造時の溶接工数の増加を引起こし，板継溶接のさらな
る高能率化が求められることとなった。板継溶接の能率
を向上させるために，フラックスの融点や粘度の調整に
よって高速溶接時にも良好なビード形状が得られ，かつ

鉄粉含有により大入熱溶接にも対応できるボンドフラッ
クスを開発した。さらに，これを 4 電極のFCB法と組合
せることで高速性が達成できる新たな施工法を開発した。
　図 8に示すとおり，4 電極施工は 3 電極施工に比較し
て約1.4倍，2 電極施工においては約1.8倍の溶接速度が得
られる。
２）新塗装基準（PSPC）対応
　船体の長寿命化や保守の容易化を目的に，全船舶のバ
ラストタンクおよびバルクキャリアの二重船側部を対象
に塗装基準が改訂され，塗装性を阻害するような例えば
溶接時に発生するスパッタやビード表面汚れの除去実施
の要件が定められている5）。
　片面サブマージアーク溶接では一般的に，鉄粉を含有
したボンドフラックスが適用されている。この鉄粉が原
因で表面ビードに図9に示すような微小な金属粒が発生
しやすいため，除去による作業工数が増加することにな
る。この課題に対し，鉄粉を含有しないボンドフラック
スを適用すれば金属粒は発生しないがその反面，大入熱
となる厚板施工においては表面ビード形状が不安定にな
りやすく，溶接中にガスや溶融スラグの吹上げが激しく
起こって6）溶接作業を継続することが困難となる。
　そこで当社は，鉄粉を含有しないボンドフラックスを
ベースにスラグの粘性や粒度構成，嵩密度を調整するこ
とにより，鉄粉を含有するフラックスと同等の溶接作業
性を有しながら，表面に金属粒が発生しない（図10）フ
ラックスを開発し，工数削減と溶接品質の向上に貢献し
ている7）。
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図 6 FCB法（板厚35×35mm）とRF法（板厚25×20mm）による
断面マクロ組織

������ Macro structure for FCB process (Thickness 35×35mm) 
and RF process (Thickness 25×20mm)

図 7  片面サブマージアーク溶接装置
������  Equipment for one-side submerged welding

図 8  多電極溶接における板厚と溶接速度の関係
������ Relationship between plate thickness and welding speed for 

multiple-electrode welding

図 9  ビード表面の金属粒
������  Metal grain on surface bead



3．2　建築分野

3．2．1　四面ボックス柱の角溶接

　1970年頃における四面ボックス柱（図11）の溶接では，
最大板厚は32mm程度であり，かつ鉄骨部材に使われる
のもまれであった。このため，炭酸ガスアーク溶接や溶
融フラックスを用いた小入熱のサブマージアーク溶接に
よる多層盛りで十分に賄えた。1980年頃になると，厚肉
化と加工量の増加が進み，鉄粉を含有したボンドフラッ
クスによる大入熱施工が適用され，溶接パス数の低減に
よる高能率化が検討された。しかしながら，この頃の溶
接材料は諸性能を満足するものではなく，1 層溶接可能
な板厚は40mm以下に限定された。それを超える板厚
は，炭酸ガスアーク溶接で下盛溶接した後，最終層の仕
上げ層にサブマージアーク溶接を行う仕上げ溶接が一般
的に採用されていた。1990年頃には，超高層化やフロア
スペースの拡大に伴って鉄骨部材の厚肉化が進んだこと
から，それまでの混用溶接では生産性が極めて低く，高
能率施工法の開発ニーズが高まっていた。
　こうしたことを背景に当社では，大入熱溶接でも安定
したビード形状が得られ，かつ溶接金属の機械的性質を
確保できるフラックス組成と合金成分添加量の最適化，
さらに耐高温割れ性を考慮した溶接施工条件の最適化に
より，2 電極では板厚60mmまで，3 電極においては
80mmまで 1 層 1 パスで仕上げることが可能な高能率化
な溶接施工法を開発した8）。図12には，板厚55mmの2電
極施工で得られた断面マクロ組織を示す。
　最近では，阪神・淡路大地震において建築物に発生し
たぜい性破断が見つかったのを機に鉄骨構造部材のぜい

性破壊に関する研究が進められている。さらに，超高層
建築物設計における長寿命化の観点から，柱の溶接部に
対して高いじん性が要求される例が増加している。
　こうした要求に対応するため，大入熱溶接においても
溶接熱影響部で高いじん性が確保できる建築用鋼材が開
発されている9）。そこで，新たに開発された鋼材に対応
すべく，高い母材希釈率（50～60％）を考慮した溶接金
属成分の設計の見直しを行った。具体的には各種合金元
素（主としてNi，Mo）の適正添加により，焼入れ性を向
上させた。これにより粗大な粒界フェライトを抑制し，
粒内のアシキュラーフェライトを生成することでミクロ
組織を微細化し，表 1に示すような高いじん性が確保
できる溶接材料FAMILIARCTM 注3）US-55ST/FAMILIARC 
PF-I55ST, TRUSTARCTM 注4）US-60ST/TRUSTARC PF-I60ST
を開発した10）。
3．2．2　ビルドH形鋼のすみ肉溶接

　建築構造物や橋梁部材におけるビルド H 形鋼のすみ
肉溶接には，溶込みが深いサブマージアーク溶接の特徴
を生かし，下向姿勢によるウェブ板厚25mm程度まで開
先を取らずに完全溶込みが確保できる 2 電極による 1 パ
ス施工が普及している。
　2010年10月から運用が開始されている羽田国際空港 D
滑走路桟橋部上部ジャケットにビルドH 形鋼が使われて
いる。その設計は，航空機の繰返し荷重に対する疲労耐
久性を確保するために完全溶込み溶接が求められ，さら
にアンダカットや止端形状の許容値，超音波探傷時の検
出レベルは一般構造物の 2 倍程度厳しいものが要求され
ていた11）。溶接工数が多いことに加えて短工期に対応す
るには大入熱による 1 パス施工は必須であった。しかし
ながら，従来の溶接材料や溶接施工条件では全ての要求
を満足することは困難であったことから，ボンドフラッ
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図10  ビード外観の比較
������  Comparison of bead appearances

図11  四面ボックス柱の模式図
������  Schematic of box type steel columns

図12  角溶接部の断面マクロ組織一例
������  Typical macro structure of corner joint

表 1  高HAZじん性鋼用溶接金属の機械的性質の一例
�������  Typical mechanical properties of weld metals for excellent 

HAZ toughness steel

脚注 3 ）FAMILIARC（ ）は当社の商標である。
脚注 4 ）TRUSTARC（ ）は当社の商標である。



クスの改良と溶接施工条件の最適化が必要となった。
　大入熱溶接は溶融プールが大きく，さらにフラックス
溶融量が増大するため，小入熱施工に比較して溶接金属
の拡散性水素量は高くなる傾向にある。開発フラックス
による拡散性水素量は，焼成温度の最適化によるフラッ
クスポテンシャル水分の低減と，ビード形状に悪影響を
与えない程度に炭酸塩を最大量添加することにより，従
来材に比較して約30％低減することに成功している。ま
た，鋼材成分の影響を考慮し，とくに溶接金属中の C 量
増加に伴う微小な高温割れ発生を防止する観点から，溶
接金属中の C 量≦0.10％が得られる成分設計とした。溶
接ビード形状は，上述の開発した溶接材料をベースにワ
ーク角度や溶接パラメータを最適化することで良好な品
質を確保している12）。このことは図13に示す断面マク
ロ組織および表2に示す機械的性質からも確認できてい
る。
　以上の溶接材料の改良，溶接施工条件の最適化によっ
て大きなトラブルなく実工事が完了でき，高能率かつ高
品質な溶接継手の作製に大いに貢献した。
3．2．3　円形鋼管用のシーム溶接

　円形鋼管は曲げ加工された鋼板を組合せ，内外両面か
らサブマージアーク溶接施工を行って製造される。溶接
施工法としては，適用鋼種および板厚によって両側から
の 1 層もしくは多層溶接が用いられる。
　最近では，東京スカイツリー最上部にあるアンテナ設
置部分のゲイン塔の製作において両側からの多層溶接が
適用された13）。表3には溶接施工条件を，図14には断面

マクロ組織の一例を示す。適用鋼種が高強度であるた
め，溶接金属の機械的性質を確保するための溶接入熱制
限（8.0kJ/mm以下）や低温割れ防止の観点から予熱・パ
ス間温度の管理が厳格化されている。

むすび＝サブマージアーク溶接は1933年に開発されてか
らおよそ80年が経過し，それぞれの時代のニーズに対応
した溶接施工法，溶接材料が開発，実用化されることに
よって今もなお各分野で適用されている。この背景に
は，大入熱溶接に耐え得る鋼材の開発や溶接品質を大き
く左右する溶接現場における開先精度などの十分な管理
が大きな要因であったといえる。
　溶接構造物の生産性向上手段には，溶接工数および補
修などの手直し工数の削減が考えられる。両者を満足す
るための溶接施工法の選定では，各種施工法の特徴を十
分に把握するとともに，求められる溶接継手性能なども
加味することが肝要であり，本稿がその一助となれば幸
いである。
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図14  断面マクロ組織の一例
������  Typical macro structure

図13  すみ肉溶接の断面マクロ組織の一例
������  Typical macro structure of fillet weld

表 2  溶接金属の機械的性質の一例
���������Typical mechanical properties of weld metal

表 3 TRUSTARC US-80LT/TRUSTARC PF-H80AKによる溶接条件
の一例

���������Typical welding conditions with US-80LT/PF-H80AK



まえがき＝造船・橋梁分野において，安価な炭酸ガスと
高能率なフラックス入りワイヤ（以下，FCWという）を
組合せた溶接施工方法は必要不可欠な溶接技術である。
ユーザからは，溶接工数低減や手直し削減など，生産コ
スト低減に対する要望が高く，これまで当社では，高能
率・高品質化を目指した技術開発を進めてきた1），2）。
　とくに，チタニヤ（TiO2）系FCWは，全姿勢溶接作業
性が良好であるため造船・橋梁分野で広く用いられてい
る。鋼板の突合せ継手については，片面溶接施工が一般
的に用いられるが，全姿勢用チタニヤ系FCWは，ソリッ
ドワイヤと比較すると高温割れ感受性が高く，片面突合
せ初層溶接部の溶接においては，図 1に示すような凝固
割れが発生しやすい傾向にある。そのため，全姿勢用チ
タニヤ系FCWの溶接施工効率のさらなる向上および高
品質化には，凝固割れ感受性の改善が必要不可欠であ
る。
　従来，凝固割れ感受性の改善方法として，材料的因子
ありは機械的因子の観点から検討が行われている5）。材

料的因子としては，凝固脆性温度領域（Brittleness 
Temperature Range，以下BTRという）を低減すること
が重要となる。そのため，BTRを正確に予測することを
目的に，ミクロ偏析を考慮した各種モデルが提案されて
いる6），7）。しかし，これまでの報告では凝固割れ感受性
において有害なP，Sなどの不純物元素に着目したもの
が多く，P，S 以外の成分に着目した検討はあまり行われ
ていない。一方で，チタニヤ系FCWで形成される溶接金
属部には多量の酸化物が含まれており，BTRを正確に予
測するうえで脱酸元素の存在状態を考慮する必要がある
と考えられる。本稿では，溶接金属部に存在する酸化物
を考慮した凝固割れ感受性評価式を構築し，凝固割れ感
受性を評価するうえで酸化物の存在状態を考慮する必要
性を検討した。
　さらに，凝固割れ感受性の改善策として，凝固組織制
御の有効性を検討した。例えば，アルミニウム合金で
は，Zr 添加8）や磁気攪拌（かくはん）9）により溶接金属
の結晶粒を微細化し，凝固割れ感受性を改善する方法が
報告されている。一方，本稿で対象とした炭素鋼溶接金
属に発生する凝固割れ抑制手段に対して凝固組織制御を
活用した報告は少ない。δ-Fe凝固する炭素鋼溶接金属
の不均質核生成の核としてはTiNが有効で10），例えばフ
ェライト系ステンレス鋼に対してTiNがδ-Fe凝固の不均
質核生成の核となり，柱状晶から等軸晶に凝固遷移が起
こることが報告されている11）。TiNが有効な理由として
は，TiNとδ-Feとの結晶不整合度が小さく，δ-Fe凝固
を促進するためと考えられている。しかし，TiNを活用
するためには高い窒素濃度を必要とするため，窒素ガス
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Technology for Reducing Solidification Cracking Susceptibility of Carbon 
Steel Weld Metal

In order to achieve more efficient welding using titania-based flux cored wire, it is necessary to further 
reduce the solidification cracking susceptibility. The solidification cracking susceptibility of carbon-steel 
weld metal was evaluated for this paper. In order to accurately assess the solidification cracking 
susceptibility, it is necessary to consider the state of non-metallic inclusions. We clarified that a strong 
deoxidizing element (such as Ti) is only slightly dissolved in molten weld metal, and as a result, its adverse 
effect on the solidification cracking susceptibility is very small. In addition, we evaluated the relationship 
between the solidification structure control of weld metals and solidification cracking susceptibility. It was 
found that Ti2O3 and TiN can be used to control the solidification structure of carbon steel weld metal. They 
are assumed to have the ability to cause the heterogeneous nucleation of δ-Fe. As a result, the solidification 
cracking susceptibility has been reduced, and we now have a guideline for the reduction of the solidification 
cracking susceptibility of titania-based flux cored wire.
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図 1  片面初層溶接部に認められた凝固割れ3），4）

������  Solidification cracking in one side welding3），4）



起因の気孔欠陥が発生しやすく，実用上は好ましくな
い。そこで本稿では，TiN以外での凝固組織制御手段を
検討し，炭素鋼溶接金属の凝固割れ感受性の改善策とし
て凝固組織制御の有効性を評価した。

1．供試材料および実験方法

1．1　供試材料

　耐割れ性評価に用いた鋼板と溶接金属の化学組成を
表 1に示す。weld metal A～Gは凝固割れ感受性評価式
の構築で使用し，weld metal H～Kは凝固組織制御の検
討で使用した。溶接金属中の非金属介在物の種類を変更
するため，脱酸元素（Ti, Al）濃度および N 濃度を変更
した。
1．2　凝固割れ感受性評価方法

　表1の溶接金属を得るためφ1.2mmのチタニヤ系FCW
を試作し，図 2に示す鋼板（SM400B鋼，板厚25mm，
Gap 4 mm，開先角度 35°の V 形状開先）の初層部を溶接
した（溶接電流260A，アーク電圧31V，溶接速度300～
400mm/min，シールドガス100％CO2，C型治具による
全面油圧拘束（図 2））。その後，初層溶接部の両端を除く
中央部（溶接長で500mm）について放射線透過試験（JIS 
Z3104）を行い，発生した割れのトータル長さを測定し
た。溶接長に占める割れのトータル長さから，式（1）に
て割れ発生率を算出した。
　　

割れ率［％］＝ 
（割れのトータル長さ［��］）

×100  …（1）
　　　　　　　 　　　（溶接長［��］）

2．脱酸元素の存在状態を考慮した凝固割れ感受
性評価式の構築

2．1　凝固割れ感受性評価式の導出

　本検討の目的は，凝固割れ感受性に及ぼす脱酸元素の
存在状態の影響を評価することである。そのため，表 1
に示す元素個別に凝固割れ感受性への影響を評価する必
要がある。そこで，凝固割れ感受性と相関があり元素個
別の影響を考慮可能な固相線温度に着目し，元素個別の
影響を考慮した固相線温度予測式を構築した。
　まず，表 1 に示す溶質元素（�）の固相線の勾配（��）
をFe基二元系状態図から求めた（表 2）。つぎに，溶質元
素（�）のデンドライト樹間濃度を予測する数学モデルと
して，上島ら12）が報告している一次元ミクロ偏析モデル
を活用し，多元系合金のミクロ偏析計算を実施した。ミ
クロ偏析計算には表 2 に示す平衡分配係数（�δ�����，
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表 1  母材と溶接金属の化学組成（mass％）3），4）

���������Chemical compositions of materials used (mass％)3），4）

図 2  片面溶接方法（下向溶接）
������  Method of one side welding in flat position

表 2  ミクロ偏析計算条件とSi，Mn，Tiの化合物量 3）

��������Value of simulation parameters and insoluble value of Si, Mn and Ti elements of weld metal3）



�γ�����，�γ/δ）と拡散係数（�δ，�δ，�γ，�γ）を用い， 
ミクロ偏析の計算領域はλ�/2とした。λ�は柱状晶内に
形成された樹枝状晶の幹の中心間距離（一次のデンドラ
イトアームスペーシング）で，図 1 に示す凝固割れ発生
領域の柱状晶組織を観察し決定した（λ�＝41.8μm）。本
検討対象の炭素鋼において，λ�と冷却速度（�）の間には
式（2）13）の関係が成立すると考えられる。そこで，式（2）
を用いて溶接金属の凝固過程における平均的な冷却速度
を求め，ミクロ偏析計算に用いた（�＝374K/s）。
　　λ1＝1.367×10－4×�－0.2  ……………………………（2）
　計算領域を40分割してミクロ偏析計算を行い，固相率
97.5％（40分割したセルの39セル分が凝固した時点）を最
終凝固状態と仮定した。そのときの液相セル濃度（40セ
ル目）を��とし，初期組成（��）との比を偏析率（��/��）
とした。計算結果を表 2 に示す。偏析率に固相線の勾配
（��）を乗算し，各元素の影響を考慮した固相線温度予
測式を式（3）に示す。

��＝1766－175×（5.6×［％�］－0.16）－46×［％��］－6.8×［％��］－365×
［％�］－3603×［％�］－208×［％��］－8982×［％�］－508×［％�］  …（3）

　第一項はFe-C二元系状態図の包晶温度（1,766K）を示
し，第二項は包晶点の C 濃度（0.16mass％C）からの固
相線温度変化を示している。式（3）は各元素が全て溶存
状態であることを前提としている。しかし，脱酸元素で
あるSi，Mn，Tiの一部は凝固段階で酸化物を形成すると
考えられ，式（3）は脱酸元素の影響を過剰に評価してい
る可能性がある。そこで，溶接金属中に含まれる酸化物
粒子を分離するため，切出した溶接金属を定電流電解
（電解液：10％アセチルアセトン－ 1 ％テトラメチルア
ンモニウムクロリドのメタノール溶液，電流密度：
150A/m2）した。分離した酸化物粒子は，孔径0.1μmの
メンブランフィルターを用いてろ過捕集し，溶液化処理
した後，ICP発光分光分析法にて化合物として存在する
脱酸元素の量を実測した（表 2）。その結果，Si，Mnは大
部分が溶存状態で存在するのに対し，脱酸力が強いTiは
大部分が化合物状態で存在していることがわかる。そこ
で，式（3）のSi，Mn，Tiの係数から化合物として存在す
る割合を除き，脱酸元素の存在状態を考慮した固相線温
度予測式として式（4）を導出した。

��＝1794－980×［％�］－44×［％��］－6.6×［％��］－365×［％�］－3603×
［％�］－15×［％��］－8982×［％�］－508×［％�］  ………………（4）

2．2　凝固割れ感受性評価式の有効性検証

　weld metal A～Gの割れ率と，式（3）および式（4）か
ら得られた固相線温度の計算結果を表 1 に示す。また，
割れ率と式（3）および式（4）の関係を図 3に示す。
　図 3 より，固相線温度が低下するに従って割れ率は上
昇し，凝固割れ感受性と固相線温度に相関関係があるこ
とがわかる。一方，脱酸元素の存在状態を考慮していな
い式（3）では，weld metal F の固相線温度が1,639Kとな
り，weld metal D（1,636K）と同等の凝固割れ感受性を
持つと評価されるが，実際の割れ率と一致していない。
これは，式（3）がweld metal F の0.084mass％Tiの全てを
溶存状態として評価し，固相線温度へのTiの影響を過剰
に評価しているためと推定される。実際のTiの溶存率は

約 7 ％（表 2）であり，溶存率を考慮した式（4）は，式
（3）に比べTiだけで16K高く評価している。式（4）の
方が割れ率と良い相関を示しており，凝固割れ感受性評
価に脱酸元素の存在状態を考慮する必要があると推定さ
れる。さらに，化合物を形成しやすい強脱酸元素（Tiな
ど）は溶存率が低く，凝固割れ感受性への悪影響が小さ
いと推定される。

3．凝固割れ感受性改善に及ぼす凝固組織制御の
有効性

3．1　凝固組織形態に及ぼす介在物種の影響

　weld metal H～Kでは，FCWのフラックス配合原料を
調整し，溶接金属中の非金属介在物を制御した。図 1 に
示す凝固割れ発生領域で確認された代表的な非金属介在
物を図 4に示す。weld metal H は（Ti，Al，Si，Mn）酸化
物が観察された。weld metal I は中心部に Al2O3 があり，
その周囲にTiNが観察された。weld metal J は（Ti，Al）酸
化物が観察された。一部，酸化物表面にMnSが観察され
たが，TiNは観察されなかった。
　非金属介在物を観察した同部位の凝固組織を図 4 に示
す。weld metal H は，両端の母材から成長したデンドラ
イト状組織が写真中央部で会合し，平坦な最終凝固領域
が観察された。weld metal I は溶接金属部の全域で等軸
晶組織が観察された。weld metal Jは，weld metal Hと同
様，両端の母材からデンドライト状組織が成長したが，
写真中央部の最終凝固領域で等軸晶遷移が起こった。そ
の結果，会合部分は平坦ではなく凹凸化した。
3．2　非金属介在物の不均質核生成能

　非金属介在物の不均質核生成能を示す過冷度を示差熱
分析（Differential Thermal Analysis，以下DTAという）
で測定した。過冷度の測定試験片は，初層溶接金属の最
終凝固領域が中心となるよう円筒片（φ 3 × 5 mm）を切
出した。DTA装置を用い，昇温速度50K/minで1,873Kま
で加熱後50K/minで冷却した（100％Ar雰囲気）。このと
き，昇温過程での溶融開始温度と冷却過程での凝固開始
温度を測定し，式（5）を用いて過冷度を算出した。
　　過冷度，Δ�［�］＝（溶融開始温度）－（凝固開始温度）  …（5）
　過冷度の測定結果を図 5に示す。過冷度は weld metal 
H ＞ weld metal J ＞ weld metal I の 順 と な っ た。weld 
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図 3  片面溶接の凝固割れ感受性と固相線温度の関係 3）

������ Relationship between solidus temperature and solidification 
cracking susceptibility3）



metal H の過冷度は大きく，（Ti，Al，Si，Mn）酸化物は
δ-Fe凝固の不均質核生成能が小さい。また，TiNが確認
された weld metal I の過冷度は非常に小さく，δ-Feとの
格子整合性が良好なTiNがδ-Feの凝固核となり凝固組織
が等軸晶化したと考えられる。一方，weld metal J の過
冷度も小さく，（Ti，Al）酸化物もδ-Feの凝固核となり，
凝固組織の等軸晶化に影響したと考えられる。
　Suzukiら14）は，Ti2O3が生成した場合，δ‐Fe 凝固時の
過冷度が小さくなると報告している。そのため，weld 
metal JでTi2O3が生成する可能性があるか検討を行った。
Cha ら15）の熱力学的検討によると，溶鋼中で Ti2O3 が生
成するTi濃度は0.28～4.89mass％Ti（1,823K）であると報
告されており，weld metal J の初期 Ti 濃度（0.12mass％
Ti）からは Ti2O3は生成しないと考えられる。しかし，デ
ンドライト樹間への Ti 成分のミクロ偏析を考慮すると，
Ti は初期 Ti 濃度の3.6倍まで濃化するため（Table 2，
Cl/C0＝3.6），デンドライト樹間での Ti 濃度は最大 0.43 
mass％Ti まで濃化すると予想される。その結果，weld 
metal J では溶接金属の凝固過程で生成するデンドライ
ト樹間の液相中で，Ti2O3の生成が熱力学的に可能と推
定される。そのため，ミクロ偏析部で生成したTi2O3に

より凝固組織が等軸晶化したと推定される。
3．3　凝固割れ感受性改善効果

　weld metal H ～ K の割れ率と，式（3）および式（4）
の計算結果をTable 1 に示す。（Ti，Al）酸化物のみの効
果を再確認するため，weld metal K では weld metal J か
ら窒素をできる限り低減した。その結果，weld metal I，
J，Kでは割れ率が低下し凝固割れが抑制された。この理
由として，凝固組織が等軸晶化することで最終凝固領域
の会合部が凹凸化し，凝固割れが発生する液膜の形成が
抑制されたためと考えられる。なお，weld metal K の溶
接金属部に生成した非金属介在物に対して電子後方散乱
回折（Electron Back Scattering Diffraction：EBSD）を行
った。非金属介在物中の格子面で形成される菊池バンド
からなる菊池パターン（図6）から，非金属介在物はTi2O3

であると同定され，ミクロ偏析によりTi2O3が生成する
ことが確認された。
　図 7には，weld metal A～K の割れ率と式（4）の計算
結果を示した。凝固組織制御に変化が認められた weld 
metal I，J，K については，式（4）で評価される固相線
温度が低いにもかかわらず，割れ率は低くなった。つま
り，炭素鋼溶接金属においても，凝固割れ感受性の改善
策として凝固組織制御が有効であることが確認された。
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図 4  溶接金属部で観察された非金属介在物（a，b，c）と凝固組織（d，e，f）の関係 4）

������  SEM micrographs of nonmetallic inclusions (a，b，c) and solidification structures of weld metals (d，e，f)4）

図 5  過冷度におよぼす非金属介在物の影響
������ Effect of nonmetallic inclusions on undercooling of weld 

metal

図 6 非金属介在物（Weld metal K）のEBSDパターンと結晶方位
解析結果 4）

������ EBSD pattern and indexed patterns of nonmetallic inclusions 
in weld metal K 4）



4．凝固割れ感受性に優れたチタニヤ系FCWの
開発

　最後に，本検討で得られた知見に基づき，チタニヤ系
FCWの凝固割れ感受性改善を試みた。図8より，新設計
FCWは従来型FCWと比較して割れ率 1％以下の条件範
囲（図 8 の点線で囲まれた領域）が，とくに高速度，高
電流溶接時において拡大していることがわかる。以上の
ように，チタニヤ系FCWのさらなる高能率・高品質化に
つながる凝固割れ感受性の改善指針を得ることができ
た。

むすび＝スラグ系FCWの溶接施工効率のさらなる向上
を目的に，凝固割れの抑制に取組んだ。
　その結果，凝固割れ感受性をより正確に評価するうえ
で，ミクロ偏析に加えて酸化物の存在状態を考慮する必
要があることがわかった。また，化合物を形成しやすい
強脱酸元素（Ti など）は溶存率が低いため，凝固割れ感
受性への悪影響が小さいことが明らかとなった。
　非金属介在物を活用した初層溶接金属の凝固組織制御
により凝固割れ感受性を改善できることがわかった。ま
た，TiNに加え，Ti2O3でも炭素鋼溶接金属の凝固組織制
御が可能であることが明らかとなった。
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図 7 凝固割れ感受性と固相線温度（式（4））の関係におよぼす
凝固組織の影響

������ Effect of solidification structure on relationship between 
solidus temperature (calculated by eq.4) and solidification 
cracking susceptibility

図 8  従来型FCWと新設計FCWとの凝固割れ感受性の比較
������ Comparison of solidification cracking susceptibility in one 

side welding between conventional FCW and newly designed 
FCW



まえがき＝近年，首都圏をはじめとする大都市の高層建
築鉄骨用鋼材として耐力385MPa／引張強度550MPa級
鋼（以下，YP385鋼という）が開発され，その使いやす
さから広く普及が進んでいる。この鋼種は従来から広く
適用されていた耐力325MPa／引張強度490MPa級鋼（以
下，YP325鋼という）と耐力440MPa／引張強度590MPa
級高張力鋼（以下，YP440鋼という）の中間的な性能を持
ち，かつ低炭素等量設計・製造技術によって優れた溶接
性を有している。したがって，建築構造物の大形化や屋
内の大空間化，また使用鋼材量の低減による鉄骨製作コ
ストの削減にも効果があり，今後も適用案件の増加が見
込まれる。
　一方，建築鉄骨柱の構造形式は，内ダイヤフラムの柱
貫通式四面BOX柱を用いる S 造や複雑なSRC造から工場
での柱組立の溶接施工量が比較的少なく，かつロボット
溶接に好適な鋼管コラムを用いた梁貫通式（通しダイヤ
フラム式）の構造に移行している。ただし，鋼管の曲げ
加工が困難な板厚50mm超の高層用には，今も四面BOX
柱の構造形式が主流である。
　日本工業規格 JIS Z3312「軟鋼，高張力鋼および低温
用鋼用のマグ溶接およびミグ溶接ソリッドワイヤ」にお
いて，1999年の改正時に引張強度540MPa級ソリッドワ
イヤとして新規追加された分類記号YGW18は，2009年
の改正により引張強さ550MPa級として引張強さならび
に耐力が引上げられている（表 1）。この背景として，建
築鉄骨分野でYP385鋼が普及し始めたことが挙げられ
る。
　代表的な鋼管コラムである角形鋼管材は，冷間プレス
加工の影響で平坦部よりも角部の強度が高くなってい
る。このため，柱－柱（通しダイヤフラムを含む）の溶
接には，柱の強度よりも 1 グレード上の溶接材料を使用
することが望ましいとされている1）。したがって，

YP325鋼を素材として用いた角形鋼管BCP325にはYP385
鋼用溶接材料の適用が，YP385鋼を用いた角形鋼管柱
BCP385にはYP440鋼用溶接材料の適用が一般的である。
鋼材の強度クラスごとに分類した当社の建築鉄骨向けソ
リッドワイヤの一覧を表 2に示す。
　本稿では，建築鉄骨用YP385鋼に対応するために当社
が近年開発を進めてきた各種溶接材料を解説する。

1．半自動溶接用ソリッドワイヤFAMILIARC TM 注1）

MG-56

1．1　開発背景

　梁端部の溶接などの板幅が小さい溶接継手は，ロボッ
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表 1  JIS Z3312 YGW18の規格要求性能
���������Specifications required by "JIS Z3312 YGW18"

表 2  建築鉄骨向け炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤの一覧
���������List of recommended CO2 solid wires for building structures
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ト化が進む今も半自動溶接で施工されることが多い。鉄
骨製作時の半自動溶接では，短時間でより多くの溶接継
手を製作できる溶接材料が望まれ，溶接電流を高めて溶
着速度を増大させる大入熱施工や，パス間温度待ち時間
を短縮させる高パス間温度施工の採用が多い。JIS Z 
3312の改正に伴い，YGW18では引張性能だけでなく地
震時の脆性破壊防止を目的として衝撃性能の規格が
　0 ℃min.47Jからmin.70Jに引上げられている。現在も，
溶接金属の冷却速度が低い大入熱施工あるいは高パス間
温度の溶接施工に対応するため，引張性能や衝撃性能が
さらに優れる溶接ワイヤが望まれるようになった。ま
た，高能率な溶接施工においては，溶接金属の機械的性
能だけでなく，スパッタ発生量やビード外観，スラグ剥
離性などの作業性やワイヤ送給性の改善ニーズが多い。
これらに対応すべく当社はFAMILIARC MG-56（以下，
MG-56 という）を開発した 2）。
1．2　溶接金属性能

　JIS Z3312に準拠したMG-56全溶着金属の機械的性能
ならびに化学組成の一例をそれぞれ表 3，表 4に示す。
改正後のJIS規定値に対して十分な余裕を有しているこ
とがわかる。また，図 1に示す開先形状の試験体を用い
て，柱（ダイヤフラム）－梁（フランジ）の仕口溶接金属
を想定し，MG-56の機械的性能に及ぼす入熱・パス間温
度の影響を調査した（表 5）。YP385鋼の機械的性能に対
し，ある程度の余裕を加味しても平均入熱30kJ/cm，パ
ス間温度250℃以下の施工が可能であるといえる。
1．3　溶接作業性

　建築鉄骨の半自動溶接では長尺トーチケーブルの使用
が多いため，ケーブルすなわちワイヤ送給経路の曲率が
小さくなることが多い。このような厳しい送給経路で
も，送給抵抗を低位安定化させて優れたアーク安定性を
確保できれば，アーク不安定によるスパッタの除去作業

や送給停止によるチップ交換などの作業が軽減でき，施
工能率の低下が抑制できる。MG-56は，製造過程でワイ
ヤ強度の適性化や表面処理を施すことにより，優れた送
給性やアーク安定性を実現している。MG-56の溶接電
流，アーク電圧，およびワイヤ送給抵抗の時間変動を従
来ワイヤと比較して図2に示す。このときに使用したワ
イヤ送給経路の概念図を図3に示す。従来ワイヤと比較
して溶接電流やアーク電圧の変動が少なく，送給抵抗は
低位安定している。図 4に従来ワイヤと比較したMG-56
のスパッタ発生量を示す。従来YGW18と比較しスパッ
タ発生量は約25％低減している。
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表 3  MG-56全溶着金属の機械的性質　一例
���������Example of mechanical properties of MG-56 deposit metal

表 4  MG-56全溶着金属の化学組成　一例
���������Example of chemical composition of MG-56 deposit metal (％)

表 5  MG-56溶接金属の機械的性能に及ぼす入熱・パス間温度の影響
��������Influence of heat input and interpass temperature on 

mechanical properties of MG-56R weld metal

図 1 柱ダイヤフラム－梁フランジの仕口継手を想定した試験体
の開先形状

������ Groove shape of test piece: welded joint of column diaphragm 
and beam flange

図 4  MG-56と従来YGW18のスパッタ発生量の比較
������  Comparison of spatter generation

図 3  ワイヤ送給経路の概念図
������  Schematic illustration of wire feeding route

図 2  MG-56の溶接電流，アーク電圧，送給抵抗の時間変動
������ Fluctuation of Welding current, arc voltage and wire feed 

resistance using MG-56
Welding position: Flat (Bead on plate), Wire dia.: 1.4mm, Shielding gas: CO2,
Welding condition: 450A-40V-40cm/min., Wire extension: 25mm

Welding position: Flat (Bead on plate), Wire dia.: 1.4mm,
Shielding gas: CO2, Welding condition: 420A-39V



2．ロボット溶接用ソリッドワイヤFAMILIARC 
MG-56R

2．1　開発背景

　ロボット溶接施工に適用される溶接ワイヤでは，溶接
金属の機械的性能のみならず，高能率・低欠陥率という
観点からスラグ量の低減と良好なスラグ剥離性を有する
ことが望ましく，従来からFAMILIARC MG-55R（以下，
MG-55Rという）がロボット用YGW18として普及してい
た3）。しかし，鉄骨加工現場の状況にもよるが，溶接時
のシールド不良や高窒素の裏当て金の適用に起因し，溶
接金属の窒素量増加による靱（じん）性低下が多々発生
している。そのため，従来のMG-55Rよりもさらに優れ
た靭性を有するFAMILIARC MG-56R（以下，MG-56Rと
いう）を開発した。また，ロボット溶接では，ワイヤ送
給トラブルによる溶接停止を起こさせないことが重要な
課題であり，そうした観点からMG-56Rではロボット連
続溶接に最適なワイヤ表面処理を施した。
2．2　溶接金属性能

　JIS Z3312に準拠したMG-56R全溶着金属の機械的性能
ならびに化学組成の一例をそれぞれ表 6，表 7に示す。
MG-56と同様に，改正後のJIS規定値に対して十分な余裕
を有していることがわかる。
　建築鉄骨溶接技量検定協議会のロボット溶接オペレー
タ技量検定試験に準拠し，角形鋼管ならびに円形鋼管の
柱と通しダイヤフラムの溶接にMG-56Rを適用した場合
の溶接金属の機械的性能例を表8に示す。溶接は当社製
の柱大組立溶接ロボットシステムを用いており，試験条
件を表 9に，開先形状の模式図を図 5に示す。これらの
試験においても良好な機械的性能が得られている。
　シールドガスに窒素を添加し，溶接金属中の窒素量が
衝撃性能に及ぼす影響について，MG-56Rと従来の
YGW18で比較した結果を図6に示す。この試験では2ア

ークロボットシステムを用いており，通しダイヤフラム
の両側で同時にアークが発生する。このため，溶接部近
傍の鋼材が受ける熱量は 1 アークロボットシステムを使
った場合よりも大きくなり，溶接金属の冷却速度が低下
する。したがって，溶接金属の組織は粗大化しやすく，
衝撃性能は 1 アークロボットシステムを用いた場合より
も低下しやすい。しかしながらMG-56Rでは，窒素量が
増加した場合でも従来YGW18よりも10～20J優れた衝撃
性能が得られる。
2．3　溶接作業性

　当社製鉄骨ロボットシステムの自動スラグ除去機能を
用い，MG-56Rのスラグ剥離性を従来YGW18と比較し
た。スラグ除去後のビード外観の比較を図 7に示す。
MG-56Rの溶接ビードへのスラグ残留面積は従来の
YGW18と遜色なく，優れたスラグ剥離性を有している
ことがわかる。
　また，ロボットを用いた 1 時間連続溶接後のチップ先
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表 6  MG-56R全溶着金属の機械的性質　一例
���������Mechanical properties of MG-56R deposit metal

表 7  MG-56R全溶着金属の化学組成　一例
���������Example of chemical composition of MG-56R deposit metal 

(mass％)

表 8  MG-56Rを用いた柱－ダイヤフラム継手の溶接金属機械的性能
��������Mechanical properties of MG-56R weld metal of column-

diaphragm welded joint

表 9 溶接ロボットシステムを用いた溶接継手（柱－ダイヤフ
ラム）の溶接施工条件

��������Welding procedure condition of welded joint (column-
Diaphragm) by robot system

図 6  MG-56R溶接金属の衝撃性能に及ぼす溶接金属窒素量の影響
������ Influence of nitrogen content in weld metal on impact property 

of MG-56R weld metal

図 5  柱－ダイヤフラム継手試験体の開先形状
������  Groove shape of column-diaphragm welded joint

Base metal: SN490B, Plate thickness: 19mm, Groove shape, angle: Single 
bevel, 35°, Root gap: 7 mm, Welding sequence: 4 passes / 4 layers, Welding 
position: Flat, Wire dia.:1.2mm,
Shielding gas: CO2＋N2(max. 2 ％) 25L/min., Heat input: max. 40kJ/cm,
Interpass temperature: max. 350℃, Welding torch number of robot system : 
Twin arc



端の状態を図8に示す。チップ先端のワイヤ通過孔の摩
耗状態は軽度であり，ロボットによる長時間連続溶接に
おいてもチップ－ワイヤ間の良好な給電性が維持でき
る。また，チップ孔径の広がりが軽微であるため，ワイ
ヤの狙い位置ズレを最小限に抑制することができ，さら
に溶接線を事前に検知するタッチセンシング機能や，溶
接中のアーク倣い機能の誤作動防止に関しても優れた特
性を有したワイヤである。

3．高HAZ靭性鋼「KCL-A385-ST」専用エレクト
ロスラグ溶接用材料FAMILIARC ES-56ST／
FAMILIARC EF-38

3．1　開発背景

　当社の建築鉄骨向けYP385高HAZ靭性鋼「KCL-A385-
ST」4）をスキンプレートに用いた四面BOX柱内ダイヤフ
ラム継手のエレクトロスラグ溶接に最適なソリッドワイ
ヤES-56STを開発した。
3．2　諸性能

　四面BOX柱の柱／内ダイヤフラムを想定し， ES-56ST
／EF-38を用いたエレクトロスラグ溶接（ESW）継手を製
作した。溶接条件を表10，開先形状を図 9，溶接継手の
断面マクロを図10，溶接金属の化学分析結果を表11に示
す。また，溶接金属中央部から採取した引張試験片なら
びに衝撃試験片による試験結果を表12に示す。ES‐56ST

／EF‐38は，KCL-A385-STの母材規格値と同等，すなわ
ち引張強さ550MPa以上，0 ℃シャルピー吸収エネルギ
ー70J以上を示す。

4．ロボット溶接の冷間成形YP385角形鋼管用
ソリッドワイヤ TRUSTARC TM 注2） MG-60R

4．1　開発背景

　YP385鋼を素材とする冷間成形角形鋼管BCP385では，
角部が加工硬化によって強度上昇するため，溶接部に対
しても強度クラスが 1 グレード上の溶接材料，すなわち
YP440級鋼用を用いることが指針として定められてい
る。しかし，一般的なYP440鋼用ソリッドワイヤは，溶
接金属の機械的性能を確保すべく，YP385鋼用ソリッド
ワイヤに比べて多くの合金元素を含んでいる。そのた

40 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 63 No. 1（Apr. 2013）

図 8  MG-56Rと従来ワイヤの連続溶接後のチップ外観
������ Comparison of tip appearance after continuous robot welding 

by MG-56R and conventional YGW18

図 7  MG-56R と従来ワイヤの溶接ビード外観の比較
������ Comparison of bead appearance of MG-56R and conventional 

YGW18 (Wire dia.: 1.2mm)

表11  ES-56ST/EF38溶接金属の化学組成
����������Chemical composition of ES-56ST/EF-38 weld metal (％)

表12  ES-56ST/EF38溶接金属の機械的性質
����������Mechanical properties of ES-56ST/EF-38 weld metal

表10  スキンプレートとダイヤフラムのエレクトロスラグ溶接の溶接条件
����������Welding condition of electroslag welding (ESW)

図 9 スキンプレートとダイヤフラムのエレクトロスラグ溶接継
手の断面模式図

������  Cross-sectional image of ESW welded joint

Wire dia.: 1.2mm, Period of continuous welding time : 1Hr,
Welding current : 300～320A, Shielding gas :CO2 25L/min.

Steel type of base metal: BCP325(column), SN490B(diaphragm),
Column thickness: 19mm, Welding sequence: 4 passes/4 layers,
Heat input: max. 30kJ/cm, Interpass Temp.: max. 250℃

脚注 2 ）TRUSTARC（ ）は当社の商標である。

図10 ES-56ST/EF-38によるエレクトロスラグ溶接の断面マクロ
������  Macrostructure image of ESW welded joint



め，溶接時のスラグ量が多く，スラグ剥離性もYP385鋼
用ソリッドワイヤに比べて劣っているのが実態である。
　コラム材として高強度なBCP385冷間成形角形鋼管の
適用が拡大し，従来のYP325鋼の場合と同様に，そのロ
ボット溶接施工においてもスラグ量の低減と良好なスラ
グ剥離性を有し，かつ，良好な機械的性能を有すること
が望まれている。そこで，従来のYP440鋼用ソリッドワ
イヤであるMG-60よりもスラグ発生量を低減し，スラグ
剥離性を向上させ，さらに，冷間成形YP385角形鋼管
BCP385に対応すべく引張性能ならびに衝撃性能を改善
したYP440級MG-60Rの開発を完了させた5）。現在，その
市場動向を調査しながら上市を目指している。
4．2　諸性能

　JIS Z3312に準拠したMG-60R全溶着金属の機械的性能
ならびに化学成分の一例をそれぞれ表13，表14に示す。
なお，従来のYP440鋼用MG-60の衝撃試験温度は，JIS改
正前のYGW21で規定されていた－5℃であったが，新開
発したMG-60RはYP385角形鋼管の鋼材規格に合致させる
ため，衝撃試験温度を 0 ℃としてJIS改正後のG59J A0UC 
3M1Tに分類している。
　YP385鋼板を用いて入熱・パス間温度を変化させたと
きの溶接金属の機械的性能例を表15に示す。入熱
40kJ/cm・パス間温度350℃の場合でも，YP385鋼の規格
値に対して十分に適合する機械的性能を有している。さ
らに，角部の強度上昇に対して求められるYP440級の性
能も有している。図11に示す溶接金属（原質部）のミク
ロ組織からわかるように，入熱・パス間温度が上昇して
溶接金属の冷却速度が低下したときでも粒界フェライト
の成長が抑制されている。これは，Tiおよび B の同時添
加によるアシキュラーフェライト生成作用を高強度鋼用
にも適用したことによる成果であり，強度向上と靱性向
上を両立させた。なお，この作用は溶接金属酸素量の影
響が大きいため，脱酸元素であるSi，Mn，Tiの添加量の
調整は，アシキュラーフェライト生成作用とスラグ発生
量やスラグ剥離性（図12）も加味した上で最適化してい
る。

むすび＝新しい建築鉄骨用鋼YP385シリーズに対応する
ため，当社が近年開発を進めてきた各種溶接材料を紹介
した。当社では，鋼材に適合した機械的性能や，ロボッ
ト溶接に好適な特性を有した溶接材料メニューの拡充を
続けている。これにより，建築鉄骨分野の設計・施工・
製作に対して，当社のプレゼンスが向上するものと確信
している。
　
参　考　文　献
 1 ） （独）建築研究所．2008年版 冷間成形角形鋼管設計・施工マニ

ュアル．全国官報販売協同組合．
 2 ） 鈴木励一．神戸製鋼所溶接ぼうだより技術がいど．2008.10, 

Vol.51, p.1.
 3 ） 鈴木励一ほか．R&D神戸製鋼技報．2008, Vol.58,  No.1,  p.57.
 4 ） 小林克壮ほか．R&D神戸製鋼技報．2008, Vol.58, No.1, p.47.
 5 ） 栗山良平ほか．溶接学会全国大会講演概要 第90集．2012-4, 

p.54.
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表13  MG-60R全溶着金属の機械的性質　一例
����������Mechanical properties of MG-60R deposit metal

図11  MG-60Rと従来ワイヤの溶接金属のミクロ組織の比較（原質部）
������ Comparison of micro structure MG-60R and conventional 

wire weld metal (As casted region)

図12  MG-60Rと従来ワイヤの溶接ビード外観の比較
������ Comparison of bead appearance of MG-60R and conventional 

MG-60

表14  MG-60R全溶着金属の化学組成　一例
����������Example of chemical composition of MG-60R deposit metal (％)

表15 MG-60R溶接金属の機械的性能に及ぼす入熱・パス間温度の
影響

���������Influence of heat input and interpass temperature on mechanical 
properties of MG-60R weld metal

Steel type of base metal: KCL-A385, Plate thickness: 19mm
Groove shape, angle: Single bevel, 35°, Root gap: 7　mm,
Welding sequence: 4　passes/4　layer, Wire dia.:1.2mm
Heat input: max.　30kJ/cm, Interpass Temp.: max.　250℃



まえがき＝製造業においては溶接工程のコスト削減に向
けた様々な取組がこれまでに行われている。建築鉄骨の
製作現場においても，溶接技能者不足を補うべく1980年
代後半から導入された溶接ロボットは，その後のバブル
崩壊による景気低迷下において，「生産コスト低減」の切
札としてその導入が拡大した。
　しかし，大型公共工事の減少と加工単価の下落が進む
一方，鉄骨ファブリケータにおける鉄骨溶接に対する品
質管理要求は，阪神・淡路大震災以降の改正建築基準法
によって一段と厳しくなり，作業コストの増加や納期圧
迫の要因となっていた1）。
　そのような状況に対し当社では，入熱量が制限される
中においても，2 台のロボットで二つの継手を同時に溶
接することよって入熱制限と生産性の大幅向上を両立す
る 2 アーク溶接システムなど，様々のシステム機能を開
発し，省人化，高能率化およびリードタイム短縮に寄与
してきた。
　このような20年余りの動向において，溶接ロボットな
どのハードウェア，およびロボット制御，アプリケーシ
ョンソフトなどのソフトウェア機能は目覚ましく進歩し
た。しかしながら溶接施工方法は，長い間その多くが炭
酸ガスアーク溶接法にて実施されており，大きな変化は
ない。
　炭酸ガスアーク溶接法は溶接能率が高く，アルゴンな
どの高価なガスを使用しない低コスト溶接法として我が
国の主要な溶接法となっている。しかし，高電流領域で
は大粒の溶滴が不規則に移行するグロビュール移行形態
となり，スパッタ発生量が著しく増加するという欠点が
ある。また，その溶滴は複雑かつ不安定な挙動を呈する
ため溶滴移行制御は困難とされ，炭酸ガスアーク溶接法
が開発されて50年が経過した現在でも，グロビュール移
行領域での低スパッタ化は実現されていなかった2）。

　上記の課題に対し，当社はパルス波形制御による規則
的な溶滴形成と溶滴離脱を実現する低スパッタ炭酸ガス
アーク溶接法「REGARCTM 注）」を開発した。本溶接法は，
規則化されたグロビュール移行を特長とする炭酸ガスア
ーク溶接法であり，スパッタ発生量を劇的に低減でき，
さらに高溶着，ヒューム発生量の低減といった付加価値
の高い溶接法となっている。本稿では，REGARCプロセ
スとこのプロセスを搭載した新しい鉄骨溶接システムに
ついて紹介する。

1．REGARCプロセス2）～ 4）

1．1　グロビュール移行の規則化

　従来の炭酸ガスアーク溶接法では，溶接電流が増加す
るとワイヤ先端に形成される溶滴が大粒化したグロビュ
ール移行という溶滴移行形態となる。グロビュール移行
では，シールドガスとして用いられる炭酸ガスがアーク
プラズマにより解離する。解離する際にはエネルギーを
必要とするため，アークは熱緊縮を起こす。緊縮したア
ークがワイヤ先端に形成される溶滴下部に集中するた
め，溶滴はアークの反力によって上方に持上げられなが
ら成長する。溶滴には，アーク反力や表面張力などワイ
ヤ先端からの溶滴の離脱を阻害する力と，重力や電磁ピ
ンチ力など溶滴を離脱させる力が働いている。アーク反
力などの離脱を阻害する力に対し，重力などの離脱させ
る力が上回ったときに溶滴がワイヤ先端より離脱する。
　溶滴移行形態がグロビュール移行である場合，スパッ
タが発生する機構はおおむねつぎの三つのパターンに分
類することができる。
　①溶滴が成長するにつれて自重によって垂れ下り，溶

融池と接触（短絡）してアークが消弧する。続いて，
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＊1 溶接事業部門　技術センター　溶接システム部　＊2 溶接事業部門　技術センター　溶接開発部

REGARCTMを搭載した鉄骨溶接システム

Robotic Welding System for Architectural Steel Frames Equipped with 
REGARCTM Process

The CO2 gas-shielded arc welding is a low cost and high efficiency process and is the main welding process 
used in Japan. However, it generates a large amount of spatter. The REGARCTM process, which controls the 
metal droplet transfer by using the waveform control of an output current, significantly decreases the spatter 
generation rate in a globular transfer. Applying the REGARCTM process to a robotic welding system for 
architectural steel frames enables the quick removal of spatter and further shortening of the cycle time.

■特集：溶接・接合技術 FEATURE : Welding and Joining Technologies
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アークが再点弧した直後に溶融池の一部と溶滴が飛
散しスパッタとなる（図 1（a））。

　②溶滴がアーク反力によって押上げられ，溶融池に移
行することなくアーク反力によって飛散してスパッ
タとなる（図 1（b））。

　③溶滴がワイヤ先端から離脱した直後に，アーク発生
点が溶滴からワイヤ先端近傍にある溶融部に移動す
る。そのとき高電流アークによって溶融部が吹飛ん
でスパッタとなる。

　これらスパッタ発生機構に基づき，グロビュール移行
領域におけるスパッタ発生量を低減するためには，①溶
滴の過大な成長を抑制することによる溶融池との短絡の
防止，②溶滴を過大に持上げるアーク反力の低減，③溶
滴離脱直後の溶接電流低減，の三点が重要であると考え
られる。REGARCプロセスにおいては，出力波形を制御
することによって上記の課題を解決し，スパッタ発生量
の低減を実現している。
　図 2にREGARCプロセスにおける出力波形の一例，
図 3に溶滴移行現象を示す。REGARCプロセスでは，溶
滴の形成を担うパルス波形と溶滴の離脱を担うパルス波
形を交互に出力しており，この 2 種類のパルスを 1 周期
として 1 周期ごとに 1 溶滴を移行させている。
　アルゴンガスを主成分とする混合ガスをシールドガス
として用いるMAGパルス溶接では，1 パルスで 1 溶滴移
行が一般的である。それに対し，シールドガスが炭酸ガ
スの場合，上述のスパッタ発生機構において，①，②は
主に溶滴形成段階，③は溶滴離脱段階でのスパッタ発生
機構であり，それぞれの段階で最適な溶接電流範囲とそ
の出力時間が異なる。このため，REGARCプロセスでは

2 種類のパルス波形を設定し，スパッタ発生量の低減を
図っている。まず，溶滴形成において，従来法では溶滴
に作用する力（離脱させる力と離脱を阻害する力）のバ
ランスによって溶滴サイズが変化する。それに対して
REGARCでは，溶滴形成においてワイヤ送給量に応じて
設定されたパルス波形を用いるため，ワイヤを溶融する
エネルギーが一定となり溶滴のサイズが均一化する。そ
の結果，溶滴の過大成長が抑制でき，短絡スパッタの発
生を低減することが可能となる。また，溶滴形成パルス
のピーク電流およびピーク時間を最適化することによっ
て過大なアーク反力を抑制し，溶滴が押上げられて飛散
するスパッタの低減を図っている。
　一方，溶滴離脱においては，溶滴の安定的な離脱およ
び溶滴離脱時の溶接電流低減によるワイヤ先端の溶融部
吹飛ばしスパッタの抑制が重要である。まず，安定的な
溶滴移行を実現するためには，溶滴が離脱する起点とな
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図 3  REGARCプロセスによる溶滴移行現象
������  Metal droplet transfer by REGARC process

図 1  通常の炭酸ガスアーク溶接におけるスパッタ発生現象
������  Spatter generation phenomenon by conventional CO2 gas shielded arc welding

図 2  REGARCプロセスによる出力波形の一例
������  An example of output waveform by REGARC process



るくびれを溶滴上部に形成することが必要である。
REGARCプロセスでは溶滴離脱パルスのピーク電流を溶
滴形成時のピーク電流より高くし，くびれを形成する力
の一つである電磁ピンチ力を増大させることによって確
実にくびれを形成させている。そして，溶滴の離脱タイ
ミングを捉えて速やかにベース期間へ移行させるため，
溶滴離脱直後にアーク発生点がワイヤ先端の溶融部へ移
動したときにはすでに溶接電流は低下し，ワイヤ先端の
溶融部からは低電流アークが発生する。これによって，
ワイヤ先端の溶融部を吹飛ばすことが極めて少なくな
る。
　従来法およびREGARCにおける溶滴移行周波数を図 4
に示す。従来法では溶滴移行周波数に大きなばらつきが
認められるのに対し，REGARCでは溶滴移行周波数のば
らつきが非常に小さく規則化されており，溶滴移行周波
数も高い。この結果から，REGARCでは従来法と比較し
て溶滴の大きさが均一，かつ細粒化されており，また短
絡スパッタやアーク反力による押上げスパッタなどの不
規則な溶滴移行が抑制されていることが分かる。
1．2　スパッタ発生量の低減

　従来法とREGARCにおける下向すみ肉溶接でのスパッ
タ発生量の一例を図 5に示す。
　REGARCは，その波形制御による規則的なグロビュー
ル移行によってスパッタ発生量が大幅に低減しており，
とくにワイヤ送給速度12～16m/minの範囲ではスパッ
タ発生量が約1/10に低減している。また，溶接後に付着

するスパッタにおいても，従来法では粒径が大きく多量
であるのに対し，REGARCではスパッタの粒径も小さ
く，付着スパッタも非常に少なくすることができる。
1．3　高溶着化と入熱量の低減

　図 6は，従来法とREGARCにおける平均溶接電流とワ
イヤ溶融速度の関係を示したものであり，同一の平均電
流に対するワイヤ溶融速度はREGARCの方が10％以上高
いことが分かる。REGARCではパルス波形を用いている
ため，パルスピーク期間の電流は従来法よりも高くな
る。ワイヤの溶融速度はアーク熱とワイヤの抵抗発熱に
よって決まるが，アーク熱は溶接電流に比例し，ワイヤ
の抵抗発熱は溶接電流の 2 乗に比例する。これより，
REGARCでは従来法と比較して，とくにワイヤの抵抗発
熱が大きくなるため，平均溶接電流値が同じ場合は溶融
速度が増加し，これによるアークタイムの短縮が可能と
なる。
　つぎに，ワイヤ突出し長さが同じである場合，同一溶
着量としたときの平均溶接電流値を比較すると，
REGARCは従来法に対し，約10％低下する。例えば，従
来法で300A程度である場合，REGARCでは275A程度で
同じ溶融速度となる。したがって，同じ溶融速度で溶接
を行う場合，入熱量を低減することが可能となり，溶接
金属の機械的性質の向上や溶接ひずみによる変形の低減
も期待できる。
1．4　ヒューム発生量の低減

　ヒュームは，アークによって過熱された溶滴や溶融池
表面から発生する金属蒸気が起源である。健康に対して
有害な物質であり，吸引すると化学中毒症状や，長期に
わたるとじん肺などの健康障害を引起こす要因となる。
　図 7は，従来法とREGARCにおけるワイヤ単位重量あ
たりのヒューム発生量を比較したものである。従来法と
比較してREGARCのヒューム発生量は半減しているのが
分かる。これは，従来法では短絡やアークの再点弧など
が頻繁に起こり，溶滴や溶融池の挙動が不安定となって
ヒュームの発生と拡散が著しいのに対し，REGARCでは
短絡がほとんど発生せず，また図 4 のように，溶滴移行
周期が短く溶滴加熱時間が短縮されるため，溶滴表面か
らの金属蒸気発生量が低減しているものと考えられる。
これより，REGARCはその低ヒューム性により，溶接作
業現場の作業環境改善にも寄与することができる。
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図 6  平均溶接電流とワイヤ溶融速度の関係
������  Relations of mean welding current and wire melting rate

図 4  溶滴移行周波数の比較
������ Comparison of metal transfer frequency between conventional 

process and REGARC process

図 5  スパッタ発生量の比較
������ Comparison of spatter generation rate between conventional 

process and REGARC process



2．REGARCプロセスを搭載した鉄骨溶接シス
テム5）

　つぎに，REGARCプロセスを搭載した鉄骨溶接システ
ムを紹介する。
　鉄骨溶接システムには，省スペース型コア・仕口兼用
溶接システム（図8）のように角形鋼管柱の中にあるコア
の溶接を主体とする小形システムや，全長10mを超える
鉄骨柱を溶接する柱大組立溶接システムなどがラインナ
ップされている。とくに，柱大組立溶接システムのよう
な大形システムでは，搭載するワークが大形化かつ厚板
化するため，夜間にわたって長時間連続運転するケース
も多い。また，建築鉄骨の溶接継手は，そのほとんどが
レ形開先である。鉄骨溶接システムにおいてREGARCプ
ロセスの特長を発揮させるためには，鉄骨溶接システム
に特有の使用状況を考慮した設計が必要となる。
　本章では，長時間連続運転や鉄骨溶接継手に対しても
REGARCプロセスの特長を発揮させるために搭載してい
る鉄骨溶接システムの新機能を紹介する。
2．1　振り子ウィービング

　ロボット溶接で対象となる継手形状はレ形開先の継手
が主体となり，REGARCの適用有無にかかわらず，ワイ
ヤ先端が開先面に接近し過ぎるとスパッタが発生しやす
くなる。そこで鉄骨溶接システムでは，REGARCの低ス
パッタ性を保つため，振り子状にウィービングすること
でスパッタの低減を図っている。この方式では，図 9の
ように開先面およびダイアフラム面とのなす角を従来ウ
ィービング法に比べて大きくとることができるため，ス
パッタを減少させることができる。
　ウィービング方法を変えるとシールド性能の変化が懸
念されるため，シールド性能の目安となる溶接金属中の
窒素量を測定した（表 1）。従来ウィービング法と同等に
良好な値が得られており，シールド性能は従来法と同等
であることが確認できている。
2．2　長時間連続運転への対応

　鉄骨柱のような大形ワークを溶接する柱大組立溶接シ
ステムは，コアの溶接を主体とする省スペース型コア・
仕口兼用溶接システムと比較して継手数も多く鋼材も厚
板化するため，一つのワークに要する溶接時間が長くな

る傾向にある。
　長時間連続運転における懸念事項は，溶接ワイヤに給
電するコンタクトチップの摩耗による溶接トラブルであ
る。すなわち，溶接時間が経過するにつれてコンタクト
チップの穴が摩耗によって拡大し，コンタクトチップ内
の溶接ワイヤとの給電位置が変化する。これによって，
スパッタ発生量の増加やアークの不安定，さらには溶接
欠陥の発生などを引起こす可能性がある。
　REGARCをはじめとするパルス溶接は，出力電流の急
峻な変化を繰返すため，定電圧溶接に比べコンタクトチ
ップの摩耗の影響を受けやすい傾向にある。図10 に
REGARCにおけるコンタクトチップ交換直後と交換後 8
時間経過したときの溶接電流とアーク電圧波形の一例を
示す。交換直後は溶接電流が安定しているが，交換後 8
時間経過したときの溶接電流は大きく変動している。こ
れは，コンタクトチップ内の給電位置が変化し，実際の
ワイヤ突出し長さが変化していることに起因していると
考えられる。そして，この変動が激しくなるほどスパッ
タの多量発生やアーク不安定が発生する。このため，摩
耗の影響が現れる前にコンタクトチップを交換する必要
がある。
　実機においては，長時間連続運転あるいは夜間無人運
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図 7  ヒューム発生量の比較
������ Comparison of fume emission rate between conventional 

process and REGARC process

図 8  REGARC搭載省スペース型コア・仕口兼用溶接システム
������  Robotic arc welding system equipped with REGARC process 

for structural hollow section joint and diaphragm to beam 
flange joint

図 9  ウィービング法
������  Weaving patterns

表 1  ウィービングにおける溶接金属中の窒素量の比較
��������Comparison of  nitrogen content in weld metal of diaphragm 

to structural hollow section joint between conventional 
weaving pattern and pendulum weaving pattern



転の最中にチップ交換のタイミングを迎えることが想定
されるため，新たに自動でコンタクトチップを交換する
装置『チップチェンジャー』を開発した。チップチェン
ジャーの外観写真および装置の概略を図11に示す。チ
ップチェンジャーは，①チップを置く把持部，②ターン
テーブル，③チップ脱着を確認するセンサなどで構成さ
れる。最大交換可能回数は 7 回であり，最初に取付けた
1 本を加えて合計 8 本分の連続運転が可能である。あら
かじめコンタクトチップ交換時間を設定し，溶接中のア
ークタイム積算時間がその設定時間を超える前にチップ
交換作業行う。これにより，人の手を介さずにコンタク
トチップの交換が可能となり，長時間連続運転や夜間無
人運転においてもREGARCの性能を発揮させることが可
能となった。

3．鉄骨溶接システムへのREGARCプロセス適
用効果

　開発したシステムでは，REGARCの特長と前述した新
機能を組合せることによって，従来システムと比べてつ
ぎのような効果を発揮させることが可能となった。
3．1　スパッタ発生量の低減と能率向上

　図12はレ形開先の角形鋼管の溶接におけるパスの経
過とシールドノズルへのスパッタ付着量を測定したもの
である。このように，開先内の溶接においてもREGARC
を適用した場合のスパッタ発生量は，従来法と比べて
1/4程度に低減できている。
　従来法では，発生するスパッタがシールドノズルに堆
積し，シールド不良（大気中の窒素混入）に起因する溶
接金属の機械的性質の劣化やブローホールなどの溶接欠

陥が発生する場合がある。このため，ロボット溶接にお
いては，長時間の連続運転性能を維持するために自動的
にノズルの清掃や交換を行い，スパッタを除去してい
る。REGARCを適用した鉄骨溶接システムでは，シール
ドノズルに堆積するスパッタ量が激減するため（図12）
ノズルの清掃頻度を半減させるこができ，アーク発生率
の向上とサイクルタイムの短縮が可能となる。図13は
角形鋼管（□400×�22mm）を溶接した場合のサイクルタ
イム比較の一例であるが，この場合約10％の短縮を図る
ことができている。
　また，図14は角形鋼管の溶接状況，図15は溶接後の
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図10  コンタクトチップの摩耗による溶接電流の変動
������  Fluctuation of welding current by the abrasion of contact tip

図11  コンタクトチップ自動交換装置
������  Automatic exchanging equipment for contact tip

図12 従来法とREGARCにおけるシールドノズルに付着したスパ
ッタ量の比較

������ Comparison of  Quantity of spatter stuck to shielding gas 
nozzle between conventional process and REGARC process

図13  従来法とREGARCにおけるサイクルタイムの比較例
������ Comparison of cycle time required for welding diaphragm to 

structural hollow section joint between conventional process 
and REGARC process

図14  従来法とREGARCにおけるコラム溶接の状況
������ Comparison of views of welding diaphragm to structural 

hollow section joint between conventional process and 
REGARC process

図15 従来法とREGARCにおけるダイアフラムとコラムのスパッ
タ付着状況の比較

������ Comparison of spatter adhered to diaphragm and structural 
hollow section between conventional process and REGARC 
process



スパッタ付着状況を比較したものである。従来法では溶
接中の飛散スパッタが多く，ダイアフラムや角形鋼管に
多くのスパッタが付着している。それに対し，REGARC
では飛散スパッタ，付着スパッタとも非常に少なくなっ
ており，システムのサイクルタイムに含まれる溶接後の
付着スパッタ除去作業の軽減が可能となる。
3．2　REGARCによる溶接金属の機械的性質

　従来法とREGARCによる溶接金属の機械的性質を調査
した。試験条件は，板厚19mm，35°レ形開先，ルート間
隔 7 mm の角形鋼管と通しダイアフラム継手を模した試
験体と，MG-56R（N），ワイヤ径φ1.2mm の供試ワイヤ
を用いて溶接を行った。表2に示す溶接金属部のシャル
ピー衝撃試験と引張試験の結果より，溶接金属の機械的
性質も十分な結果が得られており，建築鉄骨溶接技量検
定（AW検定）のロボット試験基準に対しても十分満足し
ている。図16は，角形鋼管の直線部とコーナ部の断面マ
クロ写真である。従来法と比べて十分な溶込み深さが得
られていた。
3．3　柱大組立シングル溶接システムへの適用結果

　鉄骨ファブリケータへ納入したREGARC柱大組立シン
グル溶接システム（図17）を用いて鉄骨柱の施工を行っ
た。溶接後のスパッタ付着状況を図18に示す。溶接の

状況においては，飛散スパッタおよびダイアフラムや角
形鋼管に付着しているスパッタとも非常に少なく，実際
のシステムにおいてもREGARC溶接の特長であるスパッ
タの少ない溶接が行えることが確認できている。

むすび＝スパッタの少ない溶接を可能とするREGARCプ
ロセスと，この特長を建築鉄骨の溶接においてさらに発
揮させる新機能の搭載により，生産効率の向上と高品質
な溶接を両立できる鉄骨溶接システムが実現した。今後
も，REGARCプロセスの適用アプリケーションを増や
し，建築鉄骨分野へのREGARCプロセスの浸透を図って
いく所存である。
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図17  REGARC搭載柱大組立溶接システム
������ Robotic arc welding system equipped with REGARC process 

for steel frame columns

図18 REGARC搭載柱大組立溶接システムによる鉄骨柱溶接後の
スパッタ付着状況

������ Spatter adhered to diaphragm and steel frame column after 
welding by Robotic arc welding system equipped with 
REGARC process for steel frame columns

表 2  従来法とREGARCによる溶接金属の機械的性質の比較
��������Comparison of  mechanical properties of weld metal of 

diaphragm to structural hollow section joint between 
conventional process and REGARC process

図16  従来法とREGARCによる溶接部の断面マクロ写真
������ Cross sectional profiles of weld metal of diaphragm to 

structural hollow section joint between conventional process 
and REGARC process



まえがき＝自動車などの薄板分野に比べ高い技術が必要
とされる中厚板溶接の分野では，半自動溶接の比率が高
かった。しかしながら近年では，溶接の高能率化や熟練
した技能工不足への対応，品質安定化のため溶接ロボッ
トの適用が進んでいる。その中でも，高能率化，高速溶
接化，低スパッタ化，およびコストダウンは常に求めら
れており，新たな溶接プロセスの開発が望まれている。
　当社が2010年に販売を開始したロボット専用デジタル
制御溶接電源SENSARC TM 注1）AB500（以下，AB500とい
う）（図 1）は従来機に比べ制御能力が向上し，高度な制
御則による出力波形制御が可能となった。これにより，
従来機では難しかった多彩な溶接モードの搭載や，高付
加価値な溶接プロセスの開発が実現可能となった。
　本稿では，AB500の機能向上により実現可能となった
三つの高付加価値溶接プロセスを紹介する（表1）。 はじ
めに，1 電極で大電流・高溶着化を実現した「大電流
MAG Process」，つぎに従来機と比べスパッタを大幅に

低減した 2 電極による高溶着・高速溶接法「タンデムア
ーク 溶接法」，最後に，炭酸ガス溶接法でありながら極
低スパッタを可能にした REGARC TM 注2）について解説す
る。

1．「大電流MAG Process」溶接システム1），2）

1．1　背景

　近年，建設機械などの中・厚板分野では，操作性の向
上の点から 1 電極による高溶着化による高能率化が強く
求められている。このニーズに応えるべく「大電流
MAG Process」溶接システムを2012年10月に販売開始し
た。そこで本章では，大電流MAG Processのシステム紹
介，導入効果，施工例について説明する。
1．2　専用フラックス入りワイヤ FAMILIARC TM 注3） MX-

A100D

　従来法である炭素鋼ソリッドワイヤを用いた大電流溶
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図 1  SENSARC AB500外観写真
������  Appearance of SENSARC AB500

表 1  新溶接プロセス一覧
���������Summary of newly developed welding process



接では，ローテーティング移行に起因するスパッタの発
生が大きな課題であった 3）。これは，ワイヤ突出し部が
アーク発生点に到達する前に抵抗発熱によって溶融して
剛性を失い，電磁力の影響を受けて回転しながら溶滴を
まき散らすためである4）～ 6）。そこで，フラックス入りワ
イヤ（以下，FCWという）のフラックス部が，その回転
を防止する“柱”の役割を担う可能性があることに着目
した。FCWは内部のフラックスに溶接電流がほとんど
流れず，電流密度が増してもワイヤ外側の鉄外皮が先に
溶融し，フラックスは柱状を維持する。このため，ワイ
ヤ先端溶融部が回転しないスプレー移行とすることが可
能である4）～ 6）（図 2）。さらに，フラックスを大電流溶接用
の設計にすることで，耐窒素性やスラグ生成などを最適
化し，大電流MAG Processの専用FCWとなるFAMILIARC 
MX-A100Dを開発した。本ワイヤの溶着金属の化学成分
例と機械的性質例を表 2に示す。
1．3　AB500による電流電圧波形制御

　ワイヤ構造をFCWとすることにより，ワイヤ溶融現象
の点からローテーティング移行を防止して安定なスプレ
ー移行が得られることを示した。しかし，一般的な定電
圧特性で溶接を行うと，図 3に示すようなアーク電圧
（アーク長）が不規則に変動する現象が見られた。これ
は，突出し部のワイヤ鉄外皮がアーク発生点に到達する
前に過大なアーク熱やジュール発熱によって溶融し，ワ
イヤ形状を維持できず不規則に落下することによって発
生していることが確認された4）～ 6）。
　そこで，本現象を改善すべく，溶接電流・アーク電圧
の波形制御によるワイヤ突出し部の溶融状態の安定化を
試みた。その結果，アーク熱やジュール発熱によるワイ
ヤへの入熱を抑える低電流期間を周期的に設ける専用波
形制御とすることでアーク長の安定化が可能となった。
1．4　大電流MAG Processを実現する溶接システム構成

　大電流MAG Processのシステム構成概略図を図 4，シ
ステム仕様を表 3に示す。
1．4．1　AB500並列運転システム

　溶接電流が500Aを超える溶接を行うためには溶接電
源を従来機より高出力化する必要があった。そこで，
500Aの出力が可能なAB500を 2 台並列接続し，分割して
出力することで最大出力電流700A，使用率100％の高出
力化を実現した。
　また，それぞれの溶接電源をマスタ機およびスレーブ
機として割当て，ロボット制御盤より指令を受けたマス
タ機がスレーブ機に指令を送って制御を行っている。こ
のため，ロボット制御盤は従来と同様に 1 台の溶接電源
を制御していることに変わりない。したがって，ユーザ
は並列運転システムということを特別に意識する必要は
なく，これまでの 1 台の溶接電源と同様に操作すること
が可能である。
1．4．2　大電流対応溶接トーチRTW601

　大電流化に伴って溶接トーチに生じる大きな新たな問
題として，パワーケーブルにおける抵抗発熱，およびア
ークによる輻射熱の増大が考えられる。これらに対応す
べく当社は，大電流対応溶接トーチRTW601を新たに開

発した（図 5）。
　パワーケーブルにおける抵抗発熱に対しては，従来と
同様のパワーケーブルを 2 台の溶接電源それぞれから，
トーチの給電部まで別経路で接続することによって発熱
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図 4  大電流MAG Processシステム構成概略図
������ Concept figure of Ultra high current GMAW Process welding 

system

表 3  大電流MAG Process溶接システム仕様
��������Specification of Ultra high current GMAW Process welding 

system

表 2  溶着金属の化学成分と機械的性質（mass％）
��������Chemical compositions and mechanical properties of weld 

metal

図 2  開発法における溶滴移行状態
������  Observation of droplet transfer with developed process

図 3  定電圧溶接を使用したアーク長不安定時の電流電圧波形
������ Current and voltage waveforms in unstable welding arc with 

non-pulsed constant-voltage power source



を抑えると同時に，放熱を促す構造とした（図 4）。
　また，大電流化によってアークからの輻射熱が強力に
なり，600Aのアーク雰囲気ではコンタクトチップの周囲
温度が従来以上に高温になる。コンタクトチップが高温
になると自身の摩耗が加速され，ワイヤへの給電が不安
定になって飛散スパッタの増大やビード外観不良につな
がる。したがって，コンタクトチップを交換する頻度や
時間を抑え，大電流MAG Processの溶接効率の向上効果
を最大化するためには，コンタクトチップの温度上昇の
抑制が必要不可欠である。そこでRTW601では，水冷さ
れているチップボデーとコンタクトチップとの接触面積
を増やし，またチップの外形と内径を大きくすることに
よって表面積を増やし，放熱効率を高めた。これによ
り，対溶融金属量比で従来法と同等以上の耐摩耗性を実
現した。
1．5　大電流MAG Processの効果

1．5．1　スパッタ発生量の低減

　ソリッドワイヤを用いた従来法および大電流MAG 
Processにおけるスパッタ発生量を図 6に示す。従来法
では，ワイヤ溶融速度が150g/min（溶接電流450A）を超
えるとローテーティング移行に遷移し，スパッタ発生量
が急激に増加する。一方，大電流MAG Processではいず
れの溶接電流においても安定したスプレー移行を維持す
るため，大電流領域に達しても低スパッタを維持するこ
とができる。
1．5．2　耐気孔欠陥性の向上

　ソリッドワイヤを用いた従来法および大電流MAG 
Processにおける溶接金属中の窒素量を図 7に示す。前
述したように，従来法の大電流領域ではローテーティン
グ移行となる。軟化したワイヤ先端部は磁力によって回
転し，それに伴ってアークも回転する。その際，シール
ドガス雰囲気もともに攪拌（かくはん）されて大気を巻
込みやすくなり，溶接金属中の窒素量が大きく増加する
ものと考えられる。その結果，ワイヤ溶融速度200g/min
以上ではブローホールを発生する危険性が高くなる。
　一方，大電流MAG Processでは大電流領域でも安定な
スプレー移行となるため大気の巻込みが少なく，溶接金
属中の窒素量を低く抑えることができる。さらに，開発
ワイヤのフラックス成分を耐窒素性を重視したフラック
ス設計とすることにより，ワイヤ溶融速度が300g/minに
おいても気孔欠陥は発生しない。

1．6　施工例

　大電流MAG Processを使用した下向すみ肉，V 型開先
溶接の施工例を以下に示す。使用鋼材はすべてSS400で
あり，チップ－母材間距離は28mmである。
1．6．1　下向すみ肉，脚長15mm，1パス溶接

　従来法と大電流MAG Processの溶接条件を表 4，断面
マクロ写真を図 8，ビード外観写真を図 9に示す。従来
のシングル溶接法で脚長15mmを得るためには，2 パス
溶接を行う必要があった。しかし，大電流MAG Process
の高溶着施工によって 1 パス溶接で実現可能となり，溶
接効率は2.4倍に向上する。また，600Aという大電流で
ありながら付着スパッタがほとんどない美しいビード外
観を得られていることが分かる。なお，既存の高溶着プ
ロセスであるタンデム溶接法では難しかった5.0mmとい
う深溶込みを実現している。
1．6．2　50°V型開先，板厚16mm，ルートギャップ5 mm

　従来法と大電流MAG Processの溶接条件を表 5，多層
盛り概略図を図10，断面マクロ写真を図11に示す。従来
のシングル溶接法では 4 パス溶接が必要であったが，1
パス削減することが可能となるうえに，高溶着により溶
接速度も上げられるため，溶接効率は1.8倍に向上した。
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図 5  RTW601外観写真
������  Appearance of RTW601

図 7  溶接金属中の窒素量の比較（下向隅肉溶接）
������  Comparison of nitrogen content in fillet weld metal

(1.4mm dia., Ext: 28mm, Ar＋20％CO2; 60cm/min)

表 4  下向隅肉溶接における溶接条件比較
���������Comparison of welding condition in flat fillet welding

図 6  スパッタ発生量の比較（ビードオンプレート）
������ Comparison of spatter generation rate (Bead on plate)
 (Welding condition:1.4mm dia., Ext: 28mm;

Ar＋20％CO2; 60cm/min)



2．タンデムアーク溶接法

2．1　背景

　溶接速度向上と健全なビード形成を両立できる溶接法
として当社は，2 電極 1 プールのタンデムアーク溶接法
を適用したロボットシステムを2001年から発売し，その
後も新技術・新機能を継続して開発している。今回
AB500の機能向上により，操作性および溶接性の向上を
実現した。本章では，新たに開発した波形制御技術とそ
の効果を中心に説明する。
2．2　AB500における新アーク長制御

2．2．1　同期振幅変調制御

　二つの電極でアークを発生させるタンデムアーク溶接
では，スパッタ低減を目的にパルス溶接法を使用してお
り，先行極のアーク長は周波数変調により制御してい
る。また，両極間のアーク干渉を抑え，溶接安定性を向
上するために，2 電極のパルス周波数を同期させる必要
がある。そのため，従来機の後行極のアーク長は周波数
変調ではなく，ピーク電流値の振幅変調で制御してい
た。しかし，本法のピーク電流値のみの振幅変調では，
アーク電圧を制御するために必要な電流が不足する。ま
た，パルス溶接の特徴である低スパッタを実現するパル
ス波形を維持できない場合があり，所望のアーク長を保
持できないことや，スパッタが増大することがあった。
　そこでAB500では，後行極の新アーク長制御として
“同期振幅変調制御”を搭載した。本制御は，ピーク電

流に加えてベース電流も変調してアーク長制御を行う
（図12）。この結果，先行極・後行極共に外乱に対して
アーク長を維持できる裕度が広がり，溶接条件範囲も拡
大した。また，従来機では先行極の溶接条件の変更に伴
い，後行極の溶接電流やアーク長が変化することがあっ
たが，このような状況も解消され，溶接条件の調整もよ
り容易になった。
2．2．2　高度負荷特性制御（後行極アーク長制御）

　タンデムアーク溶接法では，安定したアークおよび健
全なビード形成を維持するためには，二つのアーク間に
生じる溶融金属の盛上り（以下，湯溜りという）を安定
して維持することが重要である7）（図13）。
　従来機では，外乱に対する先行極のアーク長制御によ
って溶融池の状態が変動した場合，その変動に対して後
行極のアーク長を精緻に制御していた。これにより，さ
らに溶融池に変動が生じてかえって湯溜りが乱れ，アー
ク安定性を悪化させることがあった。
　そこで当社は，新たに後行極のアーク長制御の一つで
ある“高度負荷特性制御”を開発した。本制御は，アー
ク長の制御目標値を決定する要素としてフィードバック
電流の移動平均値を使用することによって外乱の影響を
弱め，溶融池に対するアーク長制御の作用を抑えている
（図14）。
2．3　導入効果（スパッタ発生量の低減）

　AB500のタンデムアーク溶接では，2.2節で挙げた二
つの新波形制御によってアーク安定性や溶接作業性が格
段に向上した。また，スパッタの発生を大幅に抑え，従来
機に比べて最大70％の低減と小粒化を実現した（図15）。
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図 8  断面マクロ写真例
������ Macrostructure of cross 

section 

表 5  V型開先溶接における溶接条件比較
���������Comparison of welding condition in single V gloove welding

図 9  ビード外観写真
������  Bead appearance

図10  溶接多層盛り模式図
������  Welding pass sequence

図11  断面マクロ写真例
������  Macrostructure of cross 

section

図14  高度負荷特性制御効果一例
������  Example of advanced load characteristics control

図13  タンデム溶接時のアークと溶融池の状態図
������ Situation of welding arc and molten metal in tandem arc welding

図12  同期振幅変調制御イメージ
������  Image of synchronous amplitude modulation control



3．REGARC8）

3．1　背景

　アーク溶接において使用されるシールドガスは主に炭
酸ガスとアルゴンガスであり，前者は後者に比べ極めて
安価であるというメリットがある。しかし，従来の炭酸
ガスアーク溶接においては大粒スパッタの発生が避けら
れなかった。そこで当社は，特殊パルス電流波形を用い
た新たな溶滴移行制御に取組み，規則的な溶滴形成と離
脱によって低スパッタを実現する溶接法であるREGARC
の開発に成功した。
　本章では，REGARC溶接システムの特長とその導入効
果について説明する。
3．2　REGARC溶接システム仕様

　REGARC溶接システムの仕様を表6に示す。REGARC
の専用溶接ワイヤとしてFAMILIARC MG-50REGを新た
に開発した。本溶接ワイヤは，安定した送給性ととも
に，ワイヤ成分・ワイヤ径を最適化し，規則的な溶滴移
行を実現する溶接条件範囲の拡大を可能とした。また
REGARCは，溶接電源AB500による高度な電流電圧波形
制御則によって実現している。
3．3　REGARCにおける溶滴移行制御

　従来の炭酸ガスアーク溶接では大量の大粒スパッタが
発生する。その発生形態は主に二つあり，一つ目は，溶
滴が溶融池と短絡して消弧した後，短絡が解放されて再
アークした瞬間に溶滴や溶融池の一部が吹飛ばされるこ
とによるものである（図16（A））。二つ目は，溶滴の下
部にアークが集中して発生し，溶滴がアークと逆方向に
押上げられるため溶滴が離脱しにくくなって大きく溶滴
成長する。その溶滴がさらにアーク反力によって押上げ
られ，大粒スパッタとして離脱することによるものであ
る。これは，一般的にグロビュール移行と呼ばれる
（図 16（B））。
　そこで，REGARCは炭酸ガスアーク溶接における溶滴
形成・離脱過程の各タイミングにおいて，溶接電流を特
殊なパルス波形にすることによって溶滴の押上げを抑制
する。これによって溶滴が大きく成長する前に規則正し
く溶融池に移行させることが可能となり，短絡および大
粒スパッタの飛散を抑制している9）（図17）。

3．4　導入効果

3．4．1　低スパッタ

　従来の炭酸ガスアーク溶接とREGARCのスパッタの発
生量の比較を図18に示す。REGARCのスパッタ発生量
は通常の炭酸ガスアーク溶接に比べ10分の 1 と大きく低
減している。また，スパッタの粒径も小さくなることか
ら，飛散したスパッタは母材に到達する前に空気中で冷
えて凝固するため母材表面に付着しにくい（図19）。
　したがって，炭酸ガスアーク溶接を使用しているユー
ザはスパッタ低減による後工程の短縮や作業環境の改善
が期待される。また，スパッタ低減のために混合ガスア
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図15  スパッタ発生量の比較（下向隅肉溶接）
������  Comparison of spatter generation rate in flat fillet welding

図19  スパッタ付着状況比較
������  Comparison of adhered spatter in fillet welding

表 6  REGARC溶接システムの仕様
���������Specification of REGARC welding system

図18  スパッタ発生量一例（下向隅肉溶接）
������  Comparison of spatter generation rate in flat fillet welding

図17  REGARCの溶滴移行
������  Droplet transfer of REGARC

図16  炭酸ガスアーク溶接におけるスパッタ発生状態
������ Situation of spatter generation with conventional CO2 arc 

welding



ーク溶接を使用しているユーザには安価な炭酸ガスへの
切替えによるコストダウンが期待できる。
3．4．2　高溶融速度／入熱低減

　REGARCの同一平均電流におけるワイヤ溶融速度は，
通常の炭酸ガスアーク溶接と比較して20～25％高い
（図 20）。これは，パルス電流を用いるため実効電流が
高いことと，専用ワイヤ「FAMILIARC MG-50REG」を
使用することによる。逆に，同一溶融速度において溶接
電流が小さくなるため，入熱による溶接変形を抑えるこ
とができる。

むすび＝三つの中厚板向けの高付加価値溶接プロセスを
解説した。当社は，高溶着施工法においては，タンデム
アーク溶接法と大電流MAG Processをラインナップし，
提案可能な溶接法の拡充を図った。両施工法はそれぞれ
強みがあり，タンデム溶接法は最大溶接速度，大電流

MAG Processは耐溶接残し・溶込み深さが優れており，
ニーズに応じた施工法が適用可能となった。また，
REGARCによって，これまで炭酸ガスアーク溶接では困
難であると考えられていた極低スパッタ化を実現した。
これらの溶接プロセスはユーザにおける溶接作業効率の
向上，作業環境の改善，ひいてはコストダウンにつなが
ることを強く期待できるものである。
　今後も溶接材料・施工技術・溶接ロボットシステムを
組合せた多角的なアプローチにより，新たな溶接ソリュ
ーションを提供していく所存である。
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図20  ワイヤ溶融速度比較
������  Comparison of wire melting rate



まえがき＝自動車産業においては近年，長期品質向上，
さらには軽量化を目的とした薄板化を図るべく，鋼板の
亜鉛めっき化率が高まりつつある。しかし，亜鉛めっき
鋼板は普通鋼板と比較して溶接性が非常に悪い。その大
きな短所の一つは，溶接時に亜鉛が蒸発することによっ
て，溶接ビード表面に開口した穴として発生するピット
や，ビード内部に内包されて残留するブローホールとい
った気孔欠陥が発生することである。もう一つの短所
は，亜鉛ガスの影響によって溶滴および溶融池が吹き飛
ばされ，スパッタが多く発生する点が挙げられる（図1）。
このような問題に対しては従来，溶接材料または溶接電
源の面からの改善が試みられてきた1）～ 4）。しかし，まだ
耐気孔性，スパッタの同時解決に至ったとは言えない。
とくに気孔欠陥は，板重ね部のめっき層から発生した亜
鉛ガスが溶融池に侵入して形成されると推測されている
ものの，その発生挙動の詳細は明らかにされていない。
　そこで本稿では，亜鉛めっき鋼板の重ねすみ肉溶接部

について，気孔形成現象の動的観察を試み，その観察結
果から気孔欠陥を低減させるための指針を提案する5）。
さらに，本検討結果から開発に至った，気孔欠陥とスパ
ッタ量の低減を両立する亜鉛めっき鋼板用新溶接プロセ
ス「J-SolutionTM 注1） Zn」6）～ 9）（以下，J-Solution Znという）
の特徴と効果を報告する。

1．気孔欠陥の発生メカニズム

1．1　実験方法

　供試材は，板厚2.3mmの合金化溶融亜鉛めっき鋼板
（亜鉛目付量45g/m2）を用い，スポット溶接にて板重ね
面の密着性を確保し（図 2），ギャップから亜鉛の蒸気が
外部に排出されないようにした。表1に示す条件にてパ
ルスマグ溶接を行い，ピットおよびブローホール発生量
に及ぼす溶接姿勢の影響を調査した。溶接中の溶融池表
面は，高速度カメラを用いてフレームレート6,000fpsで
観察し，溶融池内部の気孔形成現象は図 3 に示す高輝度
X 線イメージング装置（大阪大学接合科学研究所設備）
を用いてフレームレート500fpsで動的観察を行った。
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図 1  亜鉛めっき鋼板溶接の課題
������  Welding problems of galvanized steel

図 2  重ねすみ肉溶接の概要図
������  Schematic diagram of lap joint in fillet welding

脚注 1 ）J-Solutionは当社と㈱ダイヘンの商標である。



1．2　気孔欠陥の観察

　気孔欠陥の発生は，溶接姿勢に大きく影響を受けるこ
とが経験的に知られている。水平および下進姿勢におけ
るピット発生量とブローホール発生状況をそれぞれ図 4
および図5に示す。下進姿勢では水平姿勢と比較してピ
ット発生量やブローホールが明らかに多い。また，高速
度ビデオカメラで溶融池の表面状態を観察した結果を
図 6に示す。図 6（b）の下進姿勢時のように，亜鉛めっ
きの蒸発によって発生する亜鉛ガスが，アーク後方の溶
融池内部を通って放出される場合，ピットやブローホー
ルが多量に発生しやすいことが確認された。一方，図 6
（a）の水平姿勢時のように，アーク直下で亜鉛ガスが放
出される場合は，ピットが発生し難く，かつブローホー

ルも減少することが確認された。本傾向は溶接電流やア
ーク電圧を変化させても同様であった。下進姿勢では，
溶融池がアークより先行することが特徴的であり，本実
験結果は，アーク直下の掘下げ状態が気孔形成現象に大
きく影響を与えることを示唆している。
　上記仮説より，アーク直下での気孔形成現象を確認す
べく，高輝度 X 線イメージング装置を用いて溶融池内部
における気孔形成挙動の動的観察を行った。その結果を
図7 および図8 に示す。本装置を用いることによって鮮
明な透過像が得られ，500fpsでも気孔の形成および成長
が明瞭に観察された。気孔はいずれも板重ねルート部を
起点に成長するが，その起点は全てアーク直下の薄い溶
融金属層下で形成されることが特徴である。すなわち，
アークから少し離れた後方にて突然に気孔の起点が出現
することはない。また，アーク直下および直後の掘下げ
部からは常に多量の亜鉛ガスが溶融池外へ放出されてい
ることも特徴的である。例えば，図 7（a）の矢印部で形
成された気孔は，4 ms後に溶融池外へガス放出すること
によって消失し（図 7 （b）），さらに 8 ms後に再度形成
された気孔（図 7（c））も12ms後に消失している（図 7
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図 5  ブローホールに及ぼす溶接姿勢の影響
������  Effect of welding position on blowholes generation

表 1  溶接条件
���������Welding condition

図 4  ピット数に及ぼす溶接姿勢の影響
������  Effect of welding position on number of pits

図 3  X 線透過イメージングシステムの概要図
������  Schematic diagram of X-ray radiography imaging system

図 7  ブローホールがアーク直下において溶融池外へ放出される現象
������  Behavior of blowhole released from under the arc to outside 

of the molten pool

図 6  高速ビデオカメラによる溶融池表面の観察
������ Observation of molten pool surface by high-speed video 

camera imaging



（d））。上記の現象は図 7 （e），（f）に示すように，溶融
池表面からも観察された。このようにアーク直下では気
孔が形成と消失を繰返すが，一方，起点が後方まで持ち
越されてしまうと，その気孔が後方において完全に消失
することは皆無であった。例えば，図 8（a）の矢印部の
ように大きく成長した気孔が 4 ms後にガスを放出する
ことによっていったんは縮小するものの，その起点は消
失することはなく（図 8（b））， 8 ms後には再び成長を始
めている（図 8（c））。すなわち，起点が後方まで持ち越
されてしまうと，ほとんどの場合ブローホールあるいは
ピットとして残留するものと考えられる。また，図 9に
示したように，掘下げ深さとブローホールの関係で整理
すると，X 線の動画像から得たアーク直下の掘下げ深さ
が大きくなるに従ってブローホール数が減少する相関性
が得られた。
　このように，継手ギャップがゼロの場合での最終的な
気孔発生量は，アークと溶融池の相対的位置関係に支配
されるものと考えられ，気孔を抑制するためには，アー
ク直下の溶融金属層を薄く保ち，亜鉛ガスを早期に溶融
池外へ放出させることが気孔欠陥を大幅に減少させるこ
とに有効であると考えた。

2．気孔欠陥低減の検討

　1 章での観察結果から，気孔低減策としては，いかに
アーク直下より亜鉛ガスを放出させるかが重要となる。
そのためには，アーク直下に流入する溶融金属を何らか

の手段で減少させ，母材面を露出させることが有効と考
えられる。
　アーク直下の溶融池形状は，アーク力と溶融金属の湯
流れとのバランスに支配される（図10）。そこで，（a） 
湯流れ抑制による溶融池にかかる力のバランス制御，お
よび（b）アーク力の増大によってアーク直下の堀下げを
促進できると考えた。その手段として，MAG溶接の基
本構成となる溶接ワイヤ，シールドガス，および溶接電
源の電流波形制御の面から検討を行った。
2．1　溶接ワイヤの検討

　アーク直下への溶融金属の湯流れを重力に抗して抑制
する方法として，表面張力の増大が挙げられる。溶鉄の
表面張力はワイヤの化学組成に依存し，とくにカルコゲ
ン元素と呼ばれるO量と S量が 2大支配因子であること
が知られている10）。その 2 大因子の中でも制御しやすい
S の含有量に着目した。
　また，アーク力を増大させるには高電流を出力させる
必要がある。そのためには，ワイヤの電気抵抗を小さく
してワイヤ突出し部におけるジュール発熱の寄与率を低
下させればよい。ワイヤの電気抵抗はその化学組成に影
響を受けることから，最も影響の大きいMnに着目し，こ
の含有量を制御した。
2．1．1　実験方法

　S 量およびMn量を変化させた供試ワイヤを表 2に示
す。表面張力は一般的に，S 量が少ないと増加すること
から，供試ワイヤの中ではWire3の表面張力が最も大き
い。また，ワイヤの電気抵抗はMn量が少ないと小さく
なるため，Wire4が最も小さい。これらの供試ワイヤを
用いて，アーク直下の母材面を露出させる方法について
検討を行った。
　溶接は，気孔欠陥が発生しやすくなる下進 30°姿勢で
3 回行い，ピット数は目視，ブローホールは放射線透過
試験 （RT）にて計数した。
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図 9  アーク直下の掘下げ深さと気孔欠陥の関係
������ Relationship between depth of molten pool under the arc and 

porosity defects

図 8  アーク直下において放出されなかった残留ブローホールの挙動
������ Behavior of the residual blowhole which was not released 

under the arc

図10  気孔欠陥の新低減方針
������  New ideas for reduction of porosity defect

表 2  供試ワイヤの化学成分
���������Chemical composition of test wires



2．1．2　溶接ワイヤ組成による気孔欠陥低減

　各供試ワイヤのブローホール数（3 回の平均値）を
図11に示す。S 量が低くなる（表面張力が高くなる）ほ
ど，ブローホールは減少し，とくに1.5mm 以上の大きな
サイズが顕著に低減する結果が得られた。この結果か
ら，表面活性元素である S の添加量を最小限に抑え，表
面張力を高める手段が有効であることが確認できた。ま
た，Wire4は低Mn材であり，同 S 量のWire3よりもブロ
ーホール数はさらに低減された。これは，ワイヤの電気
抵抗が低下し，ワイヤ溶融速度を維持するための電流が
増加することによってアーク力が増大したためと考えら
れる。また，Wire1（低表面張力）およびWire4（高表面
張力，低電気抵抗）を用いて下進姿勢 30°で重ねすみ肉
溶接を行ったときの溶融池形状を高速度カメラで撮影し
た（図12）。Wire1は表面張力が小さいため，重力の影響
によって溶融池の先行が大きいことがわかる。一方，表
面張力が大きい Wire4 は溶融池の先行が小さく，掘下げ
も深いことがわかる。アーク力によって後方に押し上げ
られた溶融金属が重力に抗してその形状を維持すること
により，アーク直下へ流れ込まないためであると考えら
れる。このように，耐気孔性に有効なワイヤ組成は低S
－低Mn系であることが示唆される。
2．2　シールドガスの検討

　シールドガスはアークの形状に大きな影響を及ぼすこ
とが知られている。ArとCO2の混合ガスを前提とした場
合，CO2ガス比率が多くなるほどCO2の分解反応による
冷却効果によってアークは緊縮する11）。その効果によ
り，狭い範囲にアーク力が集中する。すなわち，アーク
の電流密度が高くなることにより，アーク直下を掘下げ
る作用が増加すると考えられる。
2．2．1　実験方法

　上記仮説，すなわちCO2ガス比率の効果を検証するた
め，パルスマグ溶接法において，溶接ワイヤに YGW15

（φ1.2mm）を用い，80％Ar＋20％CO2および70％Ar＋30％
CO2の 2 種類の混合ガスにて溶接部に発生する気孔を調
査した。気孔などの計測手段は2.1節と同じである。
2．2．2　ガス組成による気孔欠陥低減

　図13にシールドガス組成と気孔の関係を示す。一般
に用いられている80％Ar＋20％CO2では40個以上のブロ
ーホールが発生する。一方，CO2ガス比率を増加させた
70％Ar＋30％CO2では約14個であった。また，高速度カ
メラで撮影した各ガスにおける溶融池形状を図14に示
す。80％Ar＋20％CO2のガス組成よりも70％Ar＋30％

CO2の方が溶融池のくぼみ幅が大きくなっていることが
確認できる。このように，CO2のガス比率の増加でアー
ク力が高まり，耐気孔性に対して適正な掘下げ形状を維
持できることを確認した。一方，30％を超えるCO2ガス
比率の増加は極端にスパッタが増加し，溶接作業性が著
しく悪くなる。このため，30％CO2ガス比率が実施工上
の上限であると考えられる。
2．3　溶接電流波形の検討

　図15に示すように，周波数およびピーク電流を変調さ
せ，アーク力に強弱をつける低周波重畳パルス波形12）を
用いた溶接法と気孔発生数の関係について検討した。
2．3．1　実験方法

　溶接ワイヤに YGW15（φ1.2mm）を用い，シールドガ
スは気孔低減効果のあった70％Ar＋30％CO2ガスを用い
た。また，低周波重畳パルスの周波数は0～30Hzの範囲
で行った。
2．3．2　電流波形制御における気孔欠陥低減

　図16にブローホール数と周波数の関係を示す。低周
波重畳パルス溶接法を用いると，周波数10Hzと20Hzに
おいて溶融池が大きく振動しているのが観察された。こ
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図14  溶融池内のアークによる掘下げ幅とガス組成の関係
������ Relationship　between shielding gas composition and width 

of dig down by arc in molten pool

図13  気孔欠陥に及ぼすシールドガス組成の影響
������  Effect of shielding gas composition on porosity defect

図12 従来および開発ワイヤ間のアークに対する溶融池先行距離
の比較

������ Comparison of leading distance of molten pool against arc 
between conventional and developed wire

図11  各供試ワイヤのブローホール数
������  Comparison of number of blowholes



の振動によってアーク直下の母材面露出と亜鉛ガスの放
出が促進される結果，通常パルスと比較して，10Hzおよ
び 20Hz において気孔欠陥が低減されたと考えられる。

3．スパッタの低減方法

　亜鉛めっき鋼板の溶接は，図 1 で示したように元々ス
パッタが発生しやすい。さらに，耐気孔性に優れた従来
よりもCO2比率の高いガスを用いると，相乗して従来溶
接法よりもスパッタが発生しやすい傾向となる。これ
は，亜鉛ガスの発生やCO2比率増加によって溶滴が離脱
することなくワイヤ先端に滞留して大粒成長し，離脱が
妨げられることが原因である。したがって，溶滴をスム
ーズに離脱させる方法として，第 1 ピーク電流を高くし
て第 2 ピーク電流を低く制御することによって離脱力を
増加した 2 段パルス波形（図17）および溶滴離脱性の向
上を狙った細径ワイヤによるスパッタの低減について検
討を行った。
3．1　実験方法

　70％Ar－30％CO2ガスを用い，従来の矩形パルスと 2
段パルス波形の溶滴移行を比較した。
　また，ワイヤはφ1.2mmとφ1.0mmで比較した。
3．2　2段パルス波形および細径ワイヤによるスパッタ

低減効果

　図18に70％Ar－30％CO2ガスにおける通常矩形パルス
と 2 段パルスのアーク形状を示す。一般的なパルスピー
ク電流一定の矩形パルス波形ではアーク発生位置が低い

ため，ワイヤ溶融部全体にピンチ力が働かず溶滴移行が
不安定になる。その結果，亜鉛蒸気の吹き上げの影響を
受けて溶融池以外の場所に飛散する現象，あるいは離脱
できずに過大に成長した溶滴が母材と短絡してスパッタ
となる現象が確認された。一方，2 段パルス波形ではア
ークの発生位置が高く，溶滴の成長・離脱は安定してス
パッタの発生は少ないことが確認できた。
　さらに，ワイヤ径を細くすることによって溶滴の細粒
化傾向が高まるうえに，電流密度が増加して電磁ピンチ
力による溶滴離脱性が向上する。これにより，早期の溶
滴離脱が可能となり，とくにピーク電流時において強い
電磁ピンチ力を有するパルス溶接では，従来よりも CO2

比率の高い70％Ar－30％CO2ガス雰囲気においても円滑
な溶滴移行が可能となる。
　スパッタ量に及ぼすシールドガス組成およびワイヤ径
の影響を図19に示す。φ1.2mmワイヤにおけるスパッ
タ量は，一般的に使用されているシールドガス（80％Ar
＋20％CO2）と通常矩形パルスの組合せで約1.1g/min発
生している。それに対して70％Ar＋30％CO2ガスでは，
スパッタ量が約1.4g/minに増加している。一方，70％
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図16  ブローホール数と周波数の関係
������ Relationship between superimposed frequency and number 

of blowholes

図18  従来パルスと 2 段パルス波形のアーク形状比較
������ Comparison of the arc shape between conventional pulse 

and two-step pulse

図19  スパッタ発生量に及ぼすシールドガスおよびワイヤ径の影響
������  Effect of shielding gas and wire diameter on spatter generation

図15  低周波重畳パルスによる溶融池揺動
������ Swing behavior of molten pool by low-frequency superimposed-

pulse

図17  2 段パルス波形の形状とパラメータ
������  Two-step pulse wave form and parameter



Ar＋30％CO2ガスを用いても 2 段パルス波形とφ1.0mm
ワイヤを適用した場合のスパッタ量は約0.4g/minとなり，
従来法と比較して大幅なスパッタ量低減を達成した。

4．開発溶接法「J-Solution Zn」

　図20に示すように，耐気孔性と低スパッタに効果のあ
った①70％Ar＋30％CO2のシールドガス，②φ1.0mmワ
イヤ，低S－低Mn として新しく開発した溶接ワイヤ
「FAMILIARC TM 注2） MIX-Zn」（以下，FAMILIARC MIX-Zn
という），③低周波重畳パルスと2段パルスの電流波形制
御を搭載した㈱ダイヘン製のパルス MAG・MIG 溶接電
源「DIGITAL PULSE DP400R」を組合せた新開発亜鉛め
っき鋼板用溶接プロセスを「J-Solution Zn」として名付け
た。J-Solution Znのブローホール数およびスパッタの発
生量を，表 1 に示した従来方法と比較して図21，22に示
す。J-Solution Znは耐気孔性の向上とともに低スパッタ

を実現した。

むすび＝亜鉛めっき鋼板溶接部における気孔形成現象の
観察を試み，その結果から気孔欠陥と溶接作業性悪化の
要因となるスパッタ量の同時低減を実現し，「J-Solution 
Zn」プロセスとして完成させた。
　今後，製品品質，生産性の向上に向け，亜鉛めっき鋼
板の適用は広がっていくものと予想され，日本および世
界の市場へ向けて本プロセスを発信，展開したいと考え
る。
　本プロセスの共同開発にあたり，電流波形制御の開発
にご尽力くださいました株式会社ダイヘン 上園敏郎様，
上田裕司様，中村一生様，気孔発生メカニズムの解明を
進めるにあたって高輝度X線イメージング装置を使用さ
せていただきました大阪大学接合科学研究所の田中学教
授および撮影にご協力いただきました田代真一助教に厚
くお礼申し上げます。
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図21  J-Solution Znの耐ブローホール性
������  Blowhole resistance by J-Solution Zn

図22  J-Solution Znの低スパッタ効果
������  Reduction of spatter generation by J-Solution Zn

図20  J-Solution Znの構成
������  Composition of J-Solution Zn

脚注 2 ）FAMILIARC（ ）は当社の商標である。



まえがき＝鋼ワイヤでは従来，純アルゴン（以下，Arと
いう）ガスを用いたMIG溶接は不可能とされてきた1），2）。
しかし当社では，独自に開発した溶接材料を用いるMX-
MIGプロセスによってこれを容易に可能とし，従来の活
性ガス雰囲気では得られない数々の新特性が得られるこ
とを見出してきた。本稿ではMX-MIGプロセスのアーク
安定化機構と全般的特徴，中でも炭素鋼を対象とした専
用溶接ワイヤ群であるFAMILIARCTM 注1） MM-1S（以下，
MM-1Sという）による塗装性と耐食性の改善機構，およ
びTRUSTARCTM 注2） MM-1HS（以下，MM-1HSという）
による継手疲労強度改善機構について紹介する。

1．純Ar溶接における課題とMX-MIGプロセスの
思想

　溶極式アークにおけるワイヤの溶融形態とシールドガ
スには密接な関係があることが知られている3）。図 1に
典型的なシールドガス組成と溶滴移行形態の関係を示
す。
　一般的にCO2比率が高いほど①溶滴は球状化し，②ア
ークは溶滴下部から発生して③アーク長は短く狭い幅に
集中する。その原因はCO2が 3 原子が結合した分子であ
ることに起因する。酸化性ガスシールドアークでの溶滴
移行の模式図を図2に示す。溶滴移行の過程は次のとお
りである。1）分子は超高温であるアーク中で解離する
が，それは熱的に吸熱反応である。2）冷却作用を受け
たアークは熱的安定性を保つ作用として緊縮する（熱的

ピンチ力）。3）その結果，ワイヤから懸垂する溶滴下部
からアークが発生する。4）溶滴下部から発生するアー
ク力が溶滴落下と正反対のベクトルとして作用して溶滴
を押上げ，溶滴は落下頻度が下がって球状化する。5）電
流経路が緊縮すると内向の電磁力が強く働き（電磁ピン
チ力），溶滴は離脱し，球状を呈したまま直下方向に移行
する。以上の工程を繰返し，安定してワイヤの溶融と移
行が行われる。
　これに対してArのような単原子分子ガスでは，アーク
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Expansion of "MX-MIG process" as Argon Only Gas Shield Welding 
Method - for Carbon Steel -

It used to be considered that pure argon (Ar) is inapplicable to the metal inert gas (MIG) welding using steel 
wire. However, the newly developed process, called "MX-MIG", which involves the use of a special welding wire 
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such as ultra-low spatter, fumes, and slag, as well as excellent bead shape, appearance and weld metal quality. 
These are the features that were conventionally impossible to achieve with active gas. This paper introduces the 
arc stability mechanism and general characteristics of the MX-MIG process, as well as the mechanism for 
improving paintability, corrosion toughness and fatigue strength of the carbon steel weld joint. The non-slag 
characteristic has improved paintability. On the other hand, the fatigue strength is improved by combining the 
bead shape (wetness) and the low temperature transformation of the crystal microstructure.
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図 1 シールドガス組成と溶滴移行形態の典型的関係（ソリッド
ワイヤ，1.2φ，300A）

������ Typical relationship between shielding gas composition and 
droplet transfer shape (Solid wire, 1.2mm dia., 300A)

図 2 酸化性ガスシールドアークでの溶滴移行の模式図
������ Schematic diagram of droplet transfer by oxidizing gas 

shield arc

脚注 1 ）FAMILIARC（ ）は当社の商標である。
脚注 2 ）TRUSTARC（ ）は当社の商標である。



中でも解離とそれに伴う吸熱反応，すなわち熱的ピンチ
力が生じない。するとアークはワイヤの広い範囲，つま
り上部からも発生してワイヤを溶融する。一方，電流経
路が広いため電磁ピンチ力は弱く，溶融したワイヤを切
断，離脱させることができない。このため，ストリーミ
ング移行と呼ばれる過剰な長さの液柱が形成され，ワイ
ヤ先端溶融部が鞭（むち）を打つように揺らいだ不安定
なアークとなる（図 3）。その結果得られる溶接ビードは
ワンダリング現象と呼ばれるビード蛇行を呈する。
　Arガスシールドアークにおいて長大な液柱が発生す
る原因は，ソリッドワイヤでは断面が均一のため，ほぼ
全断面が同時溶融することにある4）。そこで，周囲側を
早期溶融，中心側を遅延溶融とした 2 段階溶融させるこ
とにより，アークの蛇行が起こっても溶滴はその影響を
受けないようにする，中心側固体をいわば安定柱として
作用させる手段を考案し，その構造実現にフラックス入
りワイヤ（以下，FCWという）を適用した。これまでに
ない当社独自の専用FCWと純Arガスの組合せをMX-
MIGプロセスと命名した。
　FCWの断面形状は，周囲の金属フープ部と中心部のフ
ラックス部に分かれている。そして，電流はほとんど金
属フープを通るため，フラックス部は通電時に直接加熱
されない。このため，周囲のフープが先に溶融し，内部
のフラックスは崩れるように落下してフープ溶滴と一緒
に溶融池に移行する。全断面溶融した溶滴が形成されな
いことから，純Arガスシールドでアークがはい上がっ
てもワイヤ先端溶融部が連動してはい上がることはな
く，ドロップ状の溶滴移行形態が維持される（図 4）。さ
らに，ピーク電流の高いパルス溶接機を組合せることに
より溶滴の移行規則性が改善され，低電流域でも安定し
たアークとなる。なお，どのようなFCWでも正常な溶滴
移行となるわけではなく，MX-MIG用FCWでは，組成や
フープとフラックス比などの調整によって最適な特性が
得られるように設計されている。
　この溶滴移行安定化手段により，MX-MIG プロセスは

従来の酸化性ガスシールドアーク溶接法以上の優れた溶
接金属形状を得ることに成功した5）～8）（図 5）。

2．MX-MIGプロセスの溶接品質面の特徴

　MX-MIGプロセスは純Arシールドガス特有のアーク形
態でありながら，1 章で述べたような設計によって溶滴
移行を極めて安定させるという画期的な作用をもたらす
ことができた。このMX-MIG特有のアークによって様々
な溶接品質改善効果が得られる。共通的な効果を列記す
ると，①低スパッタ：スパッタはアーク力の反力によっ
て飛散する。MX-MIGではアーク範囲が広がることによ
ってアーク力としては抑制されているため，スパッタが
非常に少ない。②低ヒューム：ヒュームの発生原因はア
ーク陽極点近傍での超高温暴露で金属が蒸発することに
よる。MX-MIGはワイヤ先端でのアーク発生が分散する
ため低密度で温度が低く，ヒュームが抑制される。ステ
ンレス鋼で問題となる六価クロムのような有害物質量も
低減される。③スラグレス ･ 低スラグ：スラグは溶融池
内でSiやMn，Tiなどが酸化されて生成された化合物であ
る。シールドガスに純Arを用いるMX-MIGでは酸素を含
まないため，原理的にスラグを極めて少なくすることが
可能である。④母材希釈の影響を受けにくい：MX-MIG
はアーク範囲が広がり，単位面積当りのアーク力が弱い
ため溶込みが浅くなる。肉盛溶接のように溶接金属の品
質が母材の影響を受けたくない施工法には好適である。
⑤美麗なビード外観と形状：MX-MIGはアーク力の抑制
とアーク範囲の拡大によってビード形状が広がり，なじ
み性の良いビード形状が得られる。アンダカット欠陥の
ような過剰アーク力に起因した溶接欠陥も発生しにく
い。純Arガスを用いるためビード表面は酸化されにく
く，光沢のある外観が得られる。⑥高速 ･ 高能率：溶接
速度の高速化は一般に，アーク力の上昇に伴って湯流れ
が速くなり，凸形状を呈しやすくなる。さらにはビード
が途切れてしまう，いわゆるハンピング現象が起こる。
MX-MIGではアーク力が抑制されていることから湯流れ
も少なく，高速溶接でも優れた形状を得ることができ
る。⑦高品質溶接金属：鋼中酸素量が増えると脆化しや
すくなる。また，ステンレス鋼では炭素が増えると耐食
性が低下する。MX-MIGはシールドガスとしてCO2を全
く用いないことからアーク中で解離されたCやOが溶接
金属中に移行しないため，清浄度の高い溶接金属が得ら
れる。
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図 4 MX-MIGプロセス（FCW＋Arガスシールドアーク）での溶滴
移行の模式図

������ Schematic diagram of droplet transfer by MX-MIG process 
combining the special flux cored wire with argon gas shield 
arc

図 3 従来Arガスシールドアークでの溶滴移行の模式図
������ Schematic diagram of droplet transfer by conventional argon 

gas shield arc

図 5 純ArガスシールドにおけるMX-MIG専用FCWと従来ワイヤ
の外観の比較例

������ Comparison example of bead appearances by MX-MIG exclusive 
FCW and conventional wire for argon gas shield arc



　このような多くの画期的な特徴を有するMX-MIGプロ
セスには，対象鋼種や用途ごとに様々な専用溶接ワイヤ
が開発されている。次章以降では炭素鋼用として 2 種の
溶接材料を紹介する。

3．塗装性・耐食性を改善する一般炭素鋼用ワイ
ヤMM-1S

　MM-1Sは，2章で述べたMX-MIGプロセス特有の多く
の効果のうち，とくにスラグレスの性質を利用した専用
溶接ワイヤである9）～ 11）。
3．1　開発背景

　図 6は，出荷段階での自動車足回り部品のアーク溶接
部を示す。本部品は溶接後に電着塗装による防食処理が
施されているにもかかわらず，溶接金属に沿って錆（さ
び）が多量に発生している。一方，溶接部から離れた箇
所には全く錆は発生していない。この現象は防食用表面
処理鋼板である亜鉛めっき鋼板でも起きる。
　溶接部に錆が早期に発生する最大の原因は溶接スラグ
の存在である。溶接スラグは，鋼板や溶接ワイヤに不可
避的に含まれるSiやMnがアーク溶接時にCO2やO2とい
ったシールドガスから解離した酸素と反応して生成した
酸化物（SiO2あるいはMnO）であり，その組成はガラス
とよく似ている（図 7）。この酸化物は酸やアルカリに強
く，かつ非電導性である。したがって，塗装前の化成処
理では除去できず，りん酸塩皮膜も生成しない。さらに
非電導性であるため電着塗装による塗膜も形成しない。
仮に塗膜が形成できた場合でも密着性が悪いうえに，塗
膜の下のスラグ自体が溶接部から剥離しやすい。これ
は，スラグと地鉄とでは熱膨張率が異なるため，溶接後
の冷却過程で生じるひずみによってスラグが剥離しやす
くなっていることに起因する。このように，スラグの存
在が電着塗装皮膜の形成を阻害し，かつ塗装後剥離によ
って地鉄を露出させるため，防食機能を付与することが
困難である。この対策として，スラグをタガネやショッ
トブラストなどを用いて全て除去する方法は，自動車部

品の製造工程においてはコストの点で現実的とはいえな
い。
　一方，亜鉛めっきが溶接継手において防食機能を果た
さないのは，亜鉛の沸点が906℃と低く12），超高温のアー
ク熱によって気化してしまい，めっきが溶接金属部幅を
超えて失われるためである。亜鉛めっきの周囲には犠牲
防食機能が働くといわれているが13），14），その距離はわず
かであり，アーク熱で損なわれる被覆損失幅を全てカバ
ーできるほどではない。したがって，亜鉛めっき鋼板の
採用も溶接部に対してはほとんど無効である。このた
め，溶接部の錆発生を防ぐ効果的な手段が求められてい
た。
3．2　塗装性・耐食性改善機構と効果

　溶接部に塗膜を形成するにはスラグレス化が不可欠で
ある。スラグ源となるSiやMnをゼロにすることは，鉄
自体を酸化させるうえに，気孔欠陥の発生や鋼としての
基本的性質を損なうため好ましくない。そこで，シール
ドガスの酸化性をゼロにし，溶滴のアーク移行中や溶融
池内での酸化反応を防止することが必要条件となる。こ
れは事実上100％Arシールドガスを実用化することに等
しい。これまでは100％ArのMIG溶接は不可能とされて
きたため，その具体的手段は存在しなかった。しかしな
がら，上述したようにMX-MIGプロセスの開発によって
100％ArのMIG溶接の実用化が可能となった。とくに，
スラグレス化が最も有効的に発揮されるように設計され
たのが MM-1S である。本ワイヤのビード外観の一例を
図8に示す。MM-1Sのビードはほとんどスラグ発生がな
く，美麗な外観を呈していることがわかる。
　図 9に実際の自動車部品ワークに対して，汎用ソリッ
ドワイヤを用いた従来マグ溶接とMM-1Sで溶接したビ
ード外観を比較して示す。従来法ではビード中央と際に
スラグが発生しているのに対し，MM-1Sでは全く発生
していない。
　MM-1S の塗装性と耐食性の効果を従来溶接法 ･ 溶接
材料と比較して図10に示す。従来溶接材料を用いたCO2
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図 6  塗装済みアーク溶接部に発生した錆
������  Rust generated on the welding part after paint treatment

図 8  FAMILIARC MM-1S のビード外観
������  Bead appearance by FAMILIARC MM-1S

図 9  実部品におけるFAMILIARC MM-1Sのスラグレス効果
������  Slag less effect of FAMILIARC MM-1S for the practical parts

Welding condition;
100％Ar shielding gas, Pulse power source, 220A current, 
100cm/min travel speed, Lap joint of mild steel 2.3mm thickness

図 7 溶接スラグ
������  Welding slag



溶接やAr＋CO2混合ガス溶接では電着塗装後に既にビー
ド際などに塗装不良が認められる。このまま塩水噴霧－
乾燥－湿潤を繰返す腐食試験を行うと，従来溶接法では
cycle の増加と共にビード際からの錆の発生が顕著にわ
かる。
　ここで従来溶接法に対して 2 点の知見が得られる。第
1 は，CO2ガスに対してAr＋CO2混合ガスはスラグ発生
量が少ないとされるが，耐錆性では大差がないことであ
る。これは錆の量と起点数は線形的関係ではなく，ごく
少数の起点が大きな劣化を招くことを示していると考え
られる。第 2 は，上述のとおり，鋼板に亜鉛めっきを施
しても溶接部の耐錆性にはさほど効果的ではないことで
ある。腐食試験の初期（低サイクル時）では一般鋼に比
べてやや錆が少なく，犠牲防食作用が働いているようで
あるが，サイクルが長期になるにつれ，一般鋼とさほど
変わらなくなる。ただし，ビードから離れる方向への錆
進展はやや抑えられているようである。
　一方，MM-1Sを用いたArシールドガス溶接法では電
着塗装がほぼ完全であり，150cycleの長期腐食条件でも
ほとんど錆を発生しないことがわかる。
　従来改善手段がなかった自動車用部品の溶接後の塗装
性・耐錆性改善ニーズに対し，溶接材料としてMM-1Sを
用いたMX-MIGプロセスを適用することにより，コスト
アップ幅の大きい亜鉛めっき鋼板を採用するよりも安価

かつ効果的に錆の発生を抑えることができる。

4．継手疲労強度を改善する高張力鋼用ワイヤ
MM-1HS

　MM-1HSは 2 章で述べたMX-MIGプロセス特有の多数
の効果のうち，ビード形状改善効果とシールドガスから
アーク内雰囲気への酸素進入がない性質をとくに利用し
た専用溶接ワイヤである15）～24）。
4．1　開発背景

　近年，CO2排出削減を目的とした燃費向上に向けての
自動車の軽量化ニーズはさらに高まり，その手段として
鋼板のハイテン化による薄肉化が検討されている。しか
し，鋼板強度が上がっても溶接継手の疲労特性はさほど
向上しない性質があり（図11），疲労特性を重視する足回
り部品のハイテン化を阻害する大きな要因となってい
る。
　溶接継手の疲労特性が向上しない主な原因は 2 つある
とされている。第 1 に止端部での応力集中，すなわち形
状因子である。第 2 は止端部周囲の引張残留応力，すな
わち熱的因子である。応力集中と残留応力の疲労強度低
減への寄与率は板厚や継手の性質に応じて異なると考え
られる。寄与率の違いはあるものの，溶接継手の疲労強
度を改善させるには，形状もしくは残留応力あるいはそ
の両方を改善する必要がある。
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図10  各種溶接材料，鋼板，シールドガスの組合せでの塗装性および耐錆性の試験結果
������  Results of paint-ability and corrosion test using some welding methods, wires, and shielding gases in combination

Welding condition; 2.3 or 2.9mm thickness, lap joint, 100cm/min travel speed
Chemical treatment condition; Dipping phosphate process solution, target 2g/m2 quantity
Electro deposition paint coat condition; Cation type, target 25μm thickness
Corrosion test condition; JASO-CCT standard 8h/cycle
　　　1cycle: 5％ salt water mist (35 degrees Celsius・2h) → Dying(60 degrees Celsius・25％RH・4h)
　　　　→ Wetting(50 degrees Celsius・98％RH・2h)



　止端部の形状改善，すなわち止端半径ρや止端角度θ
を増大させる手法として機械的研削や溶接後の止端部再
溶融などが行われているが，より効率的な手段は見あた
らない。一方，残留応力の改善では，止端部に対する超
音波ピーニングあるいはショットピーニングによって圧
縮応力を付与する手法が採られているが，やはり効率面
の問題が大きい。
　そこで最近，低温変態溶接材料と呼ばれるマルテンサ
イト変態時の膨張効果を利用して圧縮側に残留応力を作
用させる手法が考案，研究されている25）（図12）。本手法
は溶接材料の変更によるものであり，既存手法に比べて
効率的である。しかし，低温変態を実現させ，かつ既存
の溶接法において溶接性をあまり損なわせない手法とし
て，ワイヤ組成としてNiやCrを適当量含有させるのが一
般的であり，大幅なコスト増が余儀なくされることが短
所となっている。また，過剰に低温変態機構を強める
と，溶接金属のひずみが大きくなって遅れ割れが起きや
すくなる懸念がある。
4．2　継手疲労強度改善機構

　MM-1HS では，前節で述べたような従来の課題を勘案
し，以下の手段によって①疲労強度向上，②耐割れ性確
保，③コスト上昇抑制という一般的に相反しやすい性質
の整合を図っている。
a） 純Arシールドガスプロセスによって応力集中係数

が格段に小さいビード形状を実現すると共に，疲労
強度影響因子の中でも応力集中の寄与率が高い薄板
を対象とする。

b） 割れが起きない範囲で低温変態機構を取入れ，止端
部残留応力の圧縮化を図る。

c） 低温変態機構はNiやCrなどの高価合金元素を用い
ず，炭素を有効活用する一方で，炭素による溶接性
劣化を抑制するため純Arシールドガスプロセスを
用いる。

　以下詳細を説明する。
　1 章で述べたように，MX-MIGプロセスではArガス特
有のアークの広がりがありながら溶滴移行の安定化を実
現できる。図13に示すように，従来溶接法では形成され
るビード幅すなわち溶融池幅に対してアーク幅が狭いの
に対し，MX-MIGプロセスでは溶融池幅を超えるほどア
ーク幅が広がっている。したがって，MX-MIGプロセス

ではビードの際を熱することができ，ぬれ性を向上させ
て形状が改善する。なお，図14に示したように，止端形
状の改善に対してはAr100％でなければ大きな効果が得
られない。
　次に，重ねすみ肉継手に対して両振曲げ振幅を与えた
た場合のFEM解析を行い，その結果から得られたビード
止端半径（ρ）と板厚（�）の比（ρ／�）と応力集中係数
��の関係を図15に示す。��は 1 が最低値で平板と等価
であり，ρ／�が小さくなるにつれて加速度的に大きく
なる。
　板厚 3 mm程度の780MPa級高張力熱延鋼板KBHF780OD
に対し，MM-1HSを用いたMX-MIGプロセスと従来ソリ
ッドワイヤを用いたMAGプロセスを比較すると，ρは
前者が2.5～3.2mm程度，後者が0.2～0.7mm程度となっ
た。この値をプロットすると，MX-MIGプロセスの��は
1.1程度と平板に近い応力集中であるのに対し，従来
MAGプロセスでは1.5～2.0程度と高い値となった。すな
わち，MM-1HSでは従来に比べて疲労強度低下主要因の
一つである応力集中が緩和されることがわかる。
　もう一つの継手疲労強度低下要因である引張残留応力
について考える。膨張固相変態であるマルテンサイト変
態の開始温度（以下，��という）は，例えば以下の計算
式が報告されている。
　　��（℃）＝561－474�－33��－17��－17��－21��
　　   ……………………………………………………（1）26）
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図13 MX-MIGプロセスと従来溶接法のアーク，溶融池，およびビ
ード形状の広がりの比較

������ Comprison of the arc, molten pool and bead cross shape width 
between MX-MIG process and conventional welding process
(Welding condition; current: 200A, welding rate: 1000mm/ 
min, arc voltage: each suitable)

図11  鋼板強度と疲労強度の関係
������ Relationship between tensile strength of the steel and fatigue 

strength

図12  溶接金属の低温変態による圧縮残留応力化機構
������ Mechanism of making residual strength compress around 

the weld bead by low temperature transformation



　　��（℃）＝550－361�－39��－35�－20��－17��－10��
　　　　　　　－5（��＋�）＋15��＋30��  …………（2）27）

　溶接機属の冷却過程においては，フェライト変態が起
こるかマルテンサイト変態が起こるかは冷却速度に依存
するが，上記Ms点式によれば，C，Mn，Cr，Ni，Moを添
加するほどMs点は下がることになる。冷却速度の影響
も含めて上記元素のうち， マルテンサイト変態に最も
効果的な元素はNiであることが知られているが，Niは
非常に高価である。そこで本開発ではMs点式における
係数の大きい C を積極利用している。C は溶接材料とし
てはスパッタやヒュームの増大を招くため，一般的には
抑制されるべき元素の扱いである。しかし，この C 添加
に伴う溶接作業性劣化の原因は，CO2やO2などのシール
ドガス中のアーク内雰囲気において解離した酸素とワイ
ヤ内のCとの反応によって気化爆発を起こすことによる
ものである28）。ところが，MX-MIGプロセスではシール
ドガスに酸素分が存在しないため，この気化爆発がほと
んど生じず，ワイヤにCを多量添加しても溶接作業性は
劣化しない。このようにMX-MIGプロセス特有の構成要
因により，従来活用できなかった安価元素を積極活用で
きるようになった。
　開発したMM-1HSは，MX-MIGプロセスのアーク安定
化に加えて低温変態に最適な成分設計が施されている。
従来溶接法およびMM-1HSを用いて780MPa級鋼の重ね
すみ肉継手溶接を行った場合のFEM解析を行った。こ
のときの溶接部断面における残留応力分布結果を図16

に示す。
　最も応力集中度の高い溶接止端部（丸枠内）を比較す
ると，MM-1HSによる継手では強い圧縮残留応力になる
ことがわかる。図17は，X 線残留応力測定装置を用いて
実際の溶接継手の表面近傍の残留応力を測定した結果を
示す。図16の解析結果を裏付けるように，MM-1HSでは
母材／溶接金属界面近傍において強い圧縮応力になって
いることが認められた。
　以上のように，MM-1HSは純Arガスという従来適用で
きなかったシールドガスを用いることにより，溶接止端
部における①応力集中緩和，および②残留応力の圧縮応
力化という二つの課題を同時に改善する画期的な手法を
実現している。
4．3　継手疲労強度改善効果

　780MPa級熱延鋼板（板厚 3.4mm）を用いた重ねすみ肉
溶接継手の疲労強度特性，いわゆる S-N 線図を図18に示
す。最も右上の線図は，参考として平板母材の疲労特性
を示している。最も左下の線図は従来溶接材料・溶接法
による疲労強度特性であり，溶接によって平板母材より
疲労強度特性が著しく低化することがわかる。一方，
MM-1HSを用いたMX-MIG溶接法では平板母材には及ば
ないものの，従来溶接継手に比べて大幅に疲労強度特性
が改善されていることがわかる。その効果は350～
400MPa応力時の時間で3～6.2倍，疲労限強度で1.6倍に
達する。
　このように，継手の疲労強度特性が改善することによ
り，これまではこの点がボトルネックとなって薄肉化に
よる軽量化が進まなかった構造設計の改善，あるいはガ
セットプレートなどの補強部材の削減による軽量化やコ
ストダウンが図られることが期待できる。
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図14  シールドガス中のAr比率とビード止端半径の関係
������ Relationship with argon mixing rate in shielding gas and toe 

radius of the bead

図15  ビード止端半径と応力集中係数Ktの関係
������ Relationship between toe radius and stress concentration 

coefficient ��

図16  溶接部断面の残留応力分布のFEM解析結果
������ Results of FEM analysis for residual stress in a cross section 

of the welding joint

図17  X線装置による止端部表面の残留応力測定結果
������ Measurement result of residual stress on the surface of 

welding toe position by X-ray equipment



むすび＝特殊な溶接ワイヤにより，これまで成し得なか
った鋼の純ArシールドMIG溶接を達成することができ
た。本稿では炭素鋼用として塗装性 ･ 耐食性を改善する
MM-1S，継手疲労強度を改善するMM-1HSの特長を紹介
した。これらの特長のみならず，スパッタやヒュームが
非常に少なく，ビード形状不良が起きにくいうえに高速
性に優れるといった一般的な課題についても大きく改善
が図られている。これら数々の特長からMX-MIGプロセ
スは今後，ガスシールドアーク溶接の品質レベルを底上
げできる可能性を秘めている。今後も不活性雰囲気とい
う未開拓の特徴を生かした新たな提案を検討していきた
い。
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図18  TRUSTARC MM-1HSによる継手疲労強度改善効果例
������ Examples of improving effect on fatigue strength of welding 

lap joint by applied TRUSTARC MM-1HS



まえがき＝当社は専用フラックス入りワイヤ（以降
FCW）を用いることにより，従来シールドガスとして必
須成分とされてきたCO2やO2といった酸化性元素を不要
とし，不可能とされた純Arガスを用いたMIG溶接を可能
とすることに成功した1）～5）。そして従来のMIG溶接と区
別すべく，本プロセスをMX-MIGプロセスと名付けた。
　MX-MIGプロセスでは，非酸化性に近い雰囲気をアー
ク及び溶融池に形成することができるため，数々の画期
的な効果が得られる。これらの効果を利用することによ
り，様々な特性を有する溶接材料を炭素鋼分野 6）から合
金鋼分野にわたり開発してきた。本稿では合金鋼分野へ
の適用例を紹介する。

1．合金鋼の溶接

　合金鋼とは，炭素鋼に対して目的の効果，例えば高強
度，高硬度，耐熱性，低温靭性，耐食性といった性質を
向上させるために特定の元素を適量添加した特殊鋼のこ
とである。合金鋼は，炭素鋼と同じようにアーク溶接が
多用されるが，含有する合金元素が高いため，炭素鋼に
比べて溶接性が悪い場合がほとんどである。このため，
合金鋼では炭素鋼以上に難しい施工管理が要求され，能
率が低下することに繋がりやすい。また，合金元素の中
には溶接材料特有の現象である溶滴の形成・離脱現象を
劣化させる元素も多く，溶接作業性の面においても炭素
鋼以上に改善が求められている場合も多い。
　従来のこのような合金鋼の溶接性改善要求に対し，手
段としての溶接材料成分設計の変更は制約が多く，画期
的な向上は難しい場合が多い。しかしながら，シールド
ガス面からの向上を図られるMX-MIGプロセスを用いる
ことによって飛躍的な改善が図られる場合がある。

　次章以降では，合金鋼としてCrやNiを含有させた各種
ステンレス鋼，CやCr，Moなどを含有させた硬化肉盛
用溶接材料について，MX-MIGプロセスを適用した開発
例を紹介する。

2．自動車の排気系部品用フェライト系ステンレ
ス鋼への適用

　自動車業界では，地球環境保護に向けた燃費改善や車
体の長寿命化に取組んでいる。排気ガスの高温化は燃費
改善および排気ガスの清浄化に効果的なため，自動車に
おいては900℃以上に達する高温の燃焼ガスが排出され
る。したがって，排気系を構成する素材には高い高温強
度，耐高温酸化性，耐食性，熱疲労特性が要求されると
ともに，溶接材料に対しては，これら冶金的性能に加え，
安定生産するために必要な溶接作業性機能が求められ
る。そこで，フェライト系ステンレス鋼用MX-MIGプロ
セス専用ワイヤとして溶接作業性を改善することのでき
るPREMIARCTM 注）MM-430Nb（以下，MM-430Nbという），
溶接作業性に加え排出ガスの高温化にも対応することが
できるPREMIARC MM-444（以下，MM-444という）を
開発した。
2．1　排気系部品の溶接における課題

　溶接材料に対する耐食性や高温特性向上のニーズに応
えるべく，メーカ各社はSUS430をベースとしてNb，Ti
を添加した溶接材料の開発を行ってきた。今では，排気
系部品の溶接に対してはこのような溶接材料が主流とな
りつつある。しかし，低スパッタ化や低スラグ化，耐溶
落ち性向上といった，いわゆる溶接作業性の改善につい
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ては検討が進んでいなかった。
2．2　MX-MIGプロセスによるスパッタ低減機構

　ステンレス鋼のMAG・MIG溶接では，一般的に混合ガ
スをシールドガスとして用いており，炭酸ガスアーク溶
接と比較してスパッタ発生量は少ない。しかし，薄板で
多用される200A以下の低電流域においては，混合ガスを
用いるだけではアークの広がりが不十分となり，粗大な
溶滴が形成されて安定な溶滴移行を行うことができな
い。このため低電流域においては，溶接電流波形の制御
によって溶滴移行を安定化させるパルス溶接が用いられ
ている。
　一方，自動車排気系部品のような複雑な形状の構造物
を対象として100cm/min以上の高速溶接を行う際は，ビ
ードの追従性を確保するためにアーク長を短く，すなわ
ち低電圧条件に保つ必要がある。しかしながらそのよう
な溶接条件では，アークが十分に広がらないため，パル
ス溶接を用いても粗大な溶滴が形成されて短絡を生じ，
スパッタ発生を抑制することができない。
　アークの広がりは，シールドガス中のCO2やO2の含有
量にも大きく左右される7）～9）。シールドガス中に含まれ
るCO2やO2はアーク中で高温に加熱されることによって
解離反応を起こす。この解離反応によってエネルギーが
失われ，アークは緊縮してしまう。したがって，アーク
を緊縮させないためには，シールドガス中にCO2やO2を
含まない，純Ar-MIG溶接の適用が有効であり，低電流・
高速・低電圧域においてもスパッタの発生を防止するこ
とが可能となる。
2．3　低スパッタワイヤMM-430Nb

　MM-430Nbは現在主流となっているSUS430にNbを添
加した組成であり，MX-MIGプロセスに最適化した溶接
ワイヤである。
2．3．1　溶接作業性

　図1にMM-430Nbの純Arシールドガスを用いたパルス
溶接時の溶滴移行画像を示す。パルスに同期した規則的
な溶滴移行が可能であり，かつ図 1（b）のようにパルス
ピーク期間において純Ar特有の良好なアークの広がり
が確認できる。
　図2にアーク電圧とスパッタ発生量の関係を示す。シ
ールドガスとしてMM-430Nbには純Arを，その他の溶接
ワイヤにはAr＋ 2 ％O2を用い，平均溶接電流190A，溶接
速度50cm/minでパルス溶接を行った。通常の混合ガス
溶接では，ソリッドワイヤ，FCWともに20V以下の低電

圧条件においてスパッタ発生量が増大している。これに
対してMM-430Nbでは，16V程度においてもスパッタ発
生量を低位に維持することができ，大粒のスパッタも周
囲にほとんど飛散していない（図 3）。
　また，純Arという不活性なガスで溶融金属をシール
ドしているため，溶融金属の酸化が抑制され，ビード表
面に生成するスラグや酸化スケールも極めて少なくする
ことが可能である。従来の430系溶接材料による溶接ビ
ードは，一見ステンレスとは思えないツヤのない表面外
観であるが（図 4（a））， MM-430Nbでは光沢感のある
美麗な外観が得られる（図 4（b））。このように，MX-MIG
プロセスを用いることにより，スパッタやスラグを大幅
に低減することができ，表面に付着したスパッタの除去
作業低減のみならず，排気系部品内部に付着したスパッ
タやスラグによるエンジンの破損を抑制することが可能
となる。また，適度なアークの広がりは，溶融金属の面
積拡大やアーク力の緩和という作用がある。溶融金属の
面積拡大により余盛高さが低くなり，図 4（b）のような
平滑なビード形状が得られるうえに，熱疲労特性の向上
が図られる。さらに，アーク力の緩和により浅い溶込み
形状が得られるため，車体軽量化を目的とした薄板化に
対する耐溶落ち性の余裕度を向上することが可能とな
る。このように，MM-430Nbはスパッタ除去作業以外の
生産性改善にも効果が期待できる。
　さらに，MM-430Nbは酸化性ガスを使用しないため，
陽極点近傍の入熱密度が小さく，溶滴から発生する金属
蒸気量が少ないこと，また，溶滴移行不安定に起因した
ヒューム拡散が抑制されることから，ヒューム発生量は
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図 4  ビード外観および溶込み形状の比較（190A-50cm/min）
������  Comparison of bead appearance and penetration shape

図 3  溶接時のスパッタ飛散状況（190A-50cm/min）
������  Comparison of spatter generation during welding

図 2 スパッタ発生量に及ぼすアーク電圧と溶接ワイヤの影響
（190A-50cm/min）

������  Effect of arc voltage and welding wire on spatter generation

図 1  MM-430Nbの溶滴移行（190A-18V-100cm/min）
������  Droplet transfer of MM-430Nb



従来ソリッドワイヤに比べ70％低減，従来FCWに比べ
50％低減することができる（図 5）。
2．3．2　化学成分

　MM-430Nbおよび従来430Nb系ソリッドワイヤを用い
た溶着金属の化学成分を表 1に，また，SUS430J1L鋼板
を用いてMM-430Nbによって溶接した継手における溶接
金属および母材の化学成分を表 2に示す。MM-430Nb
は， NbやTiの結晶粒微細化および高強度化作用元素を
フラックスから容易に添加することができる一方で，C
とNを抑制している。このため，全溶着金属および継手
溶接金属の（Ti＋Nb）/（C＋N）パラメータが非常に高く，
MM-430Nbは粒界腐食の抑制に寄与することができる。
2．4　高強度ワイヤMM-444

　排出ガスの高温化が今後さらに進展した場合，使用さ
れる鋼板は，SUS430J1Lに代って，高温強度の高い
SUS444が採用されるものと推測される。溶接材料に対
しても，鋼板に合わせた優れた高温特性が要求されるこ
とは間違いない。当社は，この将来的ニーズに対しても
溶接材料MM-444を開発済みである。MM-444の全溶着
金属の化学成分を表3に，SUS444鋼板継手の化学成分を
表4に示す。SUS444はSUS430系にMoを適量添加してい
ることが一つの特徴である。同様に，MM-444はMM-
430Nbに対してMoを適量添加し，高温強度を高めてい
る。SUS444鋼板に対してMM-444を用いた溶接継手を対
象に高温引張試験を行った結果を表 5に示す。800℃，
900℃共に母材破断しており，母材であるSUS444より溶
接金属の方が高い高温強度を有していることがわかる。

3．ステンレス耐食肉盛溶接への適用

3．1　ステンレス耐食肉盛溶接における課題

　耐食肉盛溶接とは，構造物の表面に耐食性を付与する
目的のため，母材表面に積層する異材金属溶接である。
耐食肉盛に用いられるオーステナイト系ステンレス鋼に
ついても，前章のフェライト系ステンレス鋼と同じく，
Cr炭化物の粒界析出による耐食性の劣化，いわゆる鋭敏
化が問題となる。鋭敏化を低減するためには，MM-
430Nbで示したようにCを低減することが有効であり，
性能向上のために耐食肉盛溶接金属にもこれまで以上の
Cの抑制が求められている。肉盛溶接金属中のC量は，
①溶接材料中のC，②CO2シールドガスの解離によるC，
および③母材希釈により混入されるCによって決定され
る。
3．2　MX-MIG プロセスによる改善機構

3．2．1　低希釈化

　JIS Z3323 309L相当の開発ワイヤを用い，ワイヤ送給
速度を9m/minとして炭素鋼板上にMX-MIGプロセス（純
Ar），および従来MAG法（Ar＋20％CO2）によるビード
オンプレート溶接を行った。表 6に肉盛溶接金属の 1 層
目の化学成分を示す。耐食性向上を目的としたステンレ
スの肉盛溶接では，溶込みをできる限り抑制することに
より，母材からのC混入を最小化することが望ましい。
従来MAG法では希釈率が35％程度に達し，ワイヤへCを
積極添加していないにもかかわらず，溶接金属中のC量
が 0.080％程度となってしまう。一方，純Arガスを用い
るMX-MIGプロセスでは，希釈率を20％程度に抑制する
ことができるため，溶接金属中のC量を0.055％にするこ
とが可能となる。また，MX-MIGプロセスにパルス電流
波形を組合わせた場合，ワイヤ送給速度一定とすれば平
均溶接電流と入熱が低下するため，母材の溶込みがさら
に抑えられ，Cは0.042％まで抑制することができる。
　一般に，溶接電流の増加に伴って母材希釈率も増加す
る。図 6に溶接電流150～300Aで溶接を行った場合の各
シールドガスにおける溶接電流と希釈率の関係を示す。
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表 5  溶接継手の高温強度
���������Tensile strength at high temperature (Base plate : SUS444)

表 1  MM-430Nbの全溶着金属化学成分（JIS Z3323準拠）
���������Chemical composition of all deposit metal applied for MM-

430Nb (According to JIS Z3323)

表 2  溶接継手の化学成分
���������Chemical composition of weld joint

図 5  ヒューム発生量の比較（190A-50cm/min）
������  Comparison of fume emission

表 3  MM-444の全溶着金属化学成分（JIS Z3323準拠）
��������Chemical composition of all deposit metal applied for MM-

444 (According to JIS Z3323)

表 4  溶接継手の化学成分
���������Chemical composition of weld joint



また，図 7にMX-MIGプロセスにおけるマクロ断面写真
を示す。純 Arガスを使用した場合，中心部の溶込みを
抑制することができ，200A以下の低電流域においては希
釈率を20％以下に抑えることができる。このように，
MX-MIG法を用いることにより，従来の100％CO2やAr＋
20％CO2ガスを用いた場合では不可能であった低希釈肉
盛溶接が可能となる。また，高電流域においても，MX-
MIGプロセスは150AでCO2溶接を行ったときと同程度の
希釈率となっていることから，高電流を用いることによ
る高能率化も期待できる。
3．2．2　シールドガスからのC上昇抑制

　純Arガスを用いた溶接では，100％CO2やAr＋20％
CO2ガスを用いた場合と比較して，母材希釈を考慮しな
い，いわゆる全溶着金属でもC量が低下する。これは，
シールドガスにCO2を含む場合，アークの高温雰囲気で
CO2が解離して生成するCが溶融金属中に混入するが，
純Arガスではこの現象が起きないことに起因する。し
たがって，Cを含むシールドガスを用いた場合，母材の
希釈が全くない場合においても溶着金属中のC量を
0.02％以下という極低位を実現することがほぼ不可能で
あるのに対し，MX-MIGプロセスを用いると，非消耗電
極式溶接（TIG）と同じ極低Cレベル（0.015％程度）に
低減することが可能となる。
3．3　オーステナイト系MX-MIGプロセス溶接ワイヤ

　当社は，以上の特長を有するオーステナイト系ステン
レス鋼用MX-MIGシリーズ（表 7）を開発した。

　図 8にPREMIARC MM-308L（以下，MM-308Lという）
全溶着金属を対象にストラウス試験（ASTM A262-E）を
実施した際の曲げ試験後の外観を示す。鋭敏化熱処理
（650℃－1h）の有無にかかわらず欠陥は発生しておら
ず，MM-308Lは高い耐食性を有していることがわかる。
　そのほか，溶接作業性においても，フェライト系ステ
ンレス用溶接材料と同様，スパッタおよびヒュームとも
に大幅に低減することが可能である。

4．硬化肉盛溶接への適用検討

4．1　硬化肉盛溶接における課題

　硬化肉盛溶接は，建設機械や圧延ロールなど激しい摩
耗環境下で使用される構造物の耐摩耗性を高めるために
母材表面に積層される溶接である。
　硬化肉盛用溶接材料には，溶接金属部の硬さを確保す
るためにマルテンサイト変態を促すCが多量に添加され
ており，このCに起因する溶接作業性の劣化が問題とな
っている。従来法として硬化肉盛溶接用FCWを炭酸ガ
スアーク溶接した際の溶滴移行の様子を図9（a）に示す。
従来法では，溶滴下部より発生したアークによって溶滴
が持ち上げられる形態の溶滴移行（グロビュール移行）
となっている。このとき，溶滴内部に多量のガスが発生
し，爆発を伴いながら外部へ放出されるように観察され
るのが特徴である。これは，ワイヤ中に多量に添加され
ているCがシールドガス中のOと反応してCOガスとなる
ことが原因であり，硬化肉盛溶接時の多量のスパッタお
よびヒュームの発生原因となっている10）。図10および
図11に示すように，硬化肉盛溶接用ワイヤは，一般炭素
鋼ワイヤと比較してスパッタで 5 倍以上，ヒュームで 2
倍以上の発生量となっている。
4．2　MX-MIGプロセスによる改善機構

　硬化肉盛用MX-MIGワイヤの溶滴移行を図 9（b）に示
す。シールドガスとして不活性な純Arを用いるMX-MIG
プロセスでは，酸素が供給されないことに起因して溶滴
中からのCOガス放出がほとんど発生しない。このため，
安定かつ規則的な溶滴移行が維持される。
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図 6  希釈率に及ぼす溶接電流とシールドガスの影響
������  Effect of welding current and shielding gas on dilution ratio

図 7  MX-MIGプロセスにおける電流が溶込み形状に及ぼす影響
������ Effect of welding current on penetration shape in MX-MIG 

process

図 8  耐食性試験結果（ASTM A262-E準拠）
������  Result of corrosion test (According to ASTM A262-E)

表 6  1 層目の肉盛溶接金属化学成分
���������Chemical composition of 1st over layer on the plate

表 7  オーステナイト系ステンレスのMX-MIGプロセス溶接ワイヤ
��������Welding wires for MX-MIG process for some austenitic 

stainless steels



4．3　硬化肉盛用MX-MIGプロセス溶接ワイヤ

　硬化肉盛用MX-MIGシリーズとして当社は，表 8に示
すラインナップを開発完了した。
4．3．1　低スパッタ，低ヒューム性

　図10および図11に示すように，硬化肉盛用MX-MIGプ
ロセスのスパッタおよびヒューム発生量は，従来CO2溶
接法と比較して約70％低減することができ，一般炭素鋼
用の溶接と同等レベルまで溶接作業性を改善させること
ができる。
4．3．2　ビード形状

　表 9の条件で炭素鋼板上に 2 層肉盛溶接を行った。
図12に肉盛溶接後の外観およびマクロ断面写真を示す。
従来CO2溶接法ではアークスタート部やクレータ部の広
がりが大きく，長手方向のビード幅が不均一となってい
る。硬化肉盛には狭い箇所への積層，あるいは補修溶接
などのニーズがあり，溶着量の不均一は施工能率を低化
させる。一方，MX-MIGプロセスでは溶接金属酸素量が

低下して溶融金属の表面張力が大きくなる。このため，
湯が流れにくくなって長手方向に均一なビード幅が得ら
れる。これにより，施工能率の向上も期待できる。
4．3．3　溶接金属の硬さ性能

　図12のマクロ断面写真を見ると，従来CO2溶接法では
溶込みが深い鍋底状の溶込みを呈しているのに対し，
MX-MIGプロセスでは耐食肉盛溶接と同様に溶込みが浅
くなっているのがわかる。表10に肉盛溶接部の1層目お
よび 2 層目の化学成分を示す。両ワイヤともに母材希釈
がなければ溶接金属のCr量は4.5％程度の成分設計とな
っているが，従来CO2溶接法は溶込みが深いため，母材
による希釈が大きくなって 2 層目でも低Cr量となってい
る。一方，MX-MIGプロセスの 2 層目では母材からの希
釈はほとんどなくなり，Cr量は設計量に到達している。
従来CO2溶接法では母材からの希釈がほとんどなくなる
のに 3 層以上要するのに対し，MX-MIGプロセスでは 2
層溶接で母材の希釈をほとんどなくすことが可能とな
る。したがって，図13に示すように，必要な硬さや耐摩耗
性を得るために要するパス数を減らすことが可能となる。
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図 9  硬化肉盛溶接時の溶滴移行の比較（250A）
������  Comparison of droplet transfer in hardface welding

図10 硬化肉盛ガスシールドアーク溶接におけるスパッタ発生量
の比較（250A-30cm/min)

������ Comparison of spatter generation in hardfacing gas shield arc

図12  肉盛溶接後のビード外観および溶込み形状
������ Comparison of bead appearance and penetration shape after 

facing

図11 硬化肉盛ガスシールドアーク溶接におけるヒューム発生量
の比較（250A-30cm/min）

������  Comparison of fume emission in hardfacing gas shield arc

表 9  硬化肉盛溶接条件
���������Welding condition of hardfacing

表 8  硬化肉盛用MX-MIG溶接プロセスワイヤ
��������Welding wires for MX-MIG process series for some class 

hardfacing

表10  各層の肉盛溶接金属化学成分
����������Chemical composition of each layer facing



むすび＝当社では，従来不可能とされてきた純Ar-MIG
溶接を可能とする溶接法MX-MIGプロセスを開発し，炭
素鋼から合金鋼にわたる専用溶接ワイヤの拡充を行って
きた。今後もMX-MIGプロセスの特長である良好な溶接
作業性や低母材希釈率を生かすことができる分野へさら
なる適用拡大を検討していきたい。
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図13  各層での溶接金属の硬さの比較
������  Comparison of hardness on each layer



まえがき＝ステンレス鋼の溶接においてフラックス入り
ワイヤによる溶接（以下，FCAWという）は，その優れ
た溶接作業性と高能率性などから化学工業などの幅広い
業種で使用されているが，他の溶接方法と比較して溶接
ヒュームの発生量が多く，作業環境への負荷となってい
る。溶接ヒュームは，溶接アークによって発生した金属
蒸気が大気中で冷却されて凝固した酸化物である。図 1
に溶接ヒュームのTEM像を示すが，数μmサイズの微
細な粒子が鎖状に凝集した粉塵の一種である。発生する
溶接ヒューム中にCr酸化物が 5 －20％程度含まれ，その
一部が人体に対して有害な六価クロム（以下，Cr（VI）と
いう）として存在する1），2）。　
　近年， Cr（VI）の有害性が再評価され，作業環境中の規
制値を厳格化する動きがある。例えば，米国安全労働衛
生局（OSHA）は2010年に作業環境における大気中の
Cr（VI）許容含有量を従来の1/10にまで引下げた。集塵
機による局所排気や換気によって溶接ヒュームを排出す

ることが，ステンレス鋼の溶接作業環境におけるCr（VI）
量低減に最も有効であることはいうまでもないが，溶接
ヒューム中に含まれるCr（VI）含有量を低減することも
効果的な環境改善策となる。
　そこで当社は，ステンレス鋼溶接の作業環境改善を目
的として，溶接ヒューム中のCr（VI）量およびその存在形
態を調査した。さらに，得られた知見から溶接ヒューム
中のCr（VI）含有量を大幅に低減したフラックス入りワ
イヤを開発したので以下にその概要を紹介する。

1．各溶接方法における比較

　ステンレス鋼の溶接に用いられる代表的な溶接方法に
おいて発生する溶接ヒュームを捕集し，Cr（VI）の発生量
を比較調査した。対象とした溶接方法を表1に示す。溶
接材料にはいずれもAWS規格に合致する308系（20％Cr-
10％Ni）の溶接材料を用いた。
1．1　試験方法

　図 2に示すISO 15011－1：2009に準拠した捕集装置内
で溶接を行い，溶接ヒュームを捕集した3）。溶接ヒュー
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＊1 溶接事業部門　技術センター　溶接開発部

ステンレス鋼溶接ヒューム中の六価クロム低減技術

Reduction of Hexavalent Chromium in Stainless Steel Welding Fumes

It is well known that the fumes generated in welding stainless steel contain  hazardous Hexavalent Chromium, 
Cr(VI). This report focuses on fundamental studies that were conducted to investigate Cr(VI) in fumes 
generated in flux-cored arc welding (FCAW). Analysis by Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA) 
revealed that the Cr(VI) spectrum corresponds to alkaline metal compounds. The higher content of alkaline 
metal in flux-cored wire can be a cause of the increase in Cr(VI), and fluoride was found to be effective in 
reducing Cr(VI) in fumes. Based on this knowledge, the ingredients in 308L, 309L and 316L type flux-cored 
wires are formulated in an optimum composition and their Cr(VI) generation rates are reduced by 
approximately 80％ compared to conventional wires in the market. Cr(VI) exposure assessment carried out in 
the welding workplace revealed that the generation rate of Cr(VI) from flux-cored wire is the most influential 
factor in controlling Cr(VI) in the atmosphere.
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図 1  溶接ヒュームのTEM像（×５,０００）
������  TEM photograph of welding fume

表 1  溶接法の詳細
���������Welding processes



ムの捕集にあたっては，いずれの溶接方法においても容
器内に固定された母材に 1 分間連続で溶接を行い，溶接
中および溶接後 3 分間の計 4 分間，エアポンプで容器内
の溶接ヒュームを吸引した。容器上部に取付けたフィル
タに捕集された溶接ヒュームは，電子天秤を用いて質量
を計測・記録した後，ただちに樹脂製のケースに封入し
てCr（VI）の分析に供した。Cr（VI）は ISO 16740：2005 に
準拠した方法で分析した4）。具体的には，40℃に保った
　2 ％NaOH, 3 ％Na2CO3 水溶液25mL中に溶接ヒュームを
10mg投入し，超音波を加えて60分間抽出を行った。その
後，ろ過した抽出液をイオンクロマトグラフ分析装置に注
入し，分離カラムを用いてCr（VI）を分離してジフェニル
カルバジド吸光光度法にてCr（VI）含有量を分析した。
1．2　溶接ヒューム発生量の比較

　各溶接法における単位時間あたりの溶接ヒューム発生
量を図 3に示す。溶接電流200Aで比較した場合（被覆ア
ーク溶接（以下，SMAWという）を除く），シールドガ
スに100％CO2を用いたフラックス入りワイヤによる溶
接の溶接ヒューム発生量が最も多く，80％Ar－20％CO2

を用いたFCAWでは，100％CO2を用いた場合の約60％程
度となる。ソリッドワイヤとシールドガスに98％Ar－
　2 ％O2を用いたガスメタルアーク溶接（以下，GMAWと
いう）では約70～90％減となり発生量は最も少ない。
FCAWでは，シールドガスの組成によらず溶接電流に比
例して溶接ヒュームの発生量は増加する。一方，ソリッ
ドワイヤを用いたGMAWでは溶接電流150Aの場合より
も200Aの場合の方が溶接ヒューム発生量は減少する結
果となっている。これは，ワイヤ先端から溶融プールへ
の溶滴の移行が，150Aでは短絡移行またはグロビュール
移行であったのに対して，200Aではスプレー移行であ
るためと推測される5）。
1．3　Cr（VI）含有量の比較

　溶接ヒューム中のCr（VI）含有量を分析した結果を図 4
に示す。SMAWによる溶接ヒューム中のCr（VI）含有量
はFCAWやGMAWと比較して極めて高く，100％CO2を
用いたFCAWのCr（VI）含有量が最も低い。溶接電流によ
ってCr（VI）含有量は変化するが，溶接方法の間で一致し
た傾向は見られない。
1．4　Cr（VI）発生量の比較

　各溶接方法における単位時間あたりのCr（VI）発生量
を図 5に示す。Cr（VI）発生量は以下の式で計算した。
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図 5  溶接法によるCr（VI）発生量の比較
������  Comparison of Cr(VI) generation rate

図 4  溶接法による溶接ヒューム中Cr（VI）含有量の比較
������  Comparison of Cr(VI) concentration

図 2  ヒューム捕集装置概略図
������  Schematic diagram of fume collecting system

図 3  溶接法による溶接ヒューム発生量の比較
������ Comparison of fume generation rates among four welding 

processes



Cr（VI）発生量 （mg/min） ＝［溶接ヒューム発生量
（mg/min）］×［溶接ヒューム中の Cr（VI）含有量（％）］

　図 5 に示した中ではSMAWのCr（VI）発生量が最も高
い。FCAWでは，100％CO2と80％Ar－20％CO2における
Cr（VI）発生量は同レベルである。GMAWでは，200～
250Aの電流域で溶接ヒューム発生量が少なくなりCr

（VI）発生量も最も少なくなる。

2．溶接ヒューム中のCr（VI）の存在形態

2．1　溶接ヒュームの化学成分

　各溶接方法で発生した溶接ヒュームの化学成分分析結
果（酸化物換算）を表 2に示す。Cr酸化物の含有量は溶
接方法によって異なり，7.8～15.8％である。FCAWおよ
び SMAWではNa， Kなどのアルカリ金属の含有量がと
くに大きく，SMAWでは約30％に達する。アルカリ金属
は一般に，被覆アーク溶接棒やフラックス入りワイヤの
フラックスにアーク安定剤として酸化物やふっ化物の形
態で添加されている。アルカリ金属は融点が比較的低く
蒸気圧が高いため，溶接アーク中で蒸発して溶接ヒュー
ムに多く含まれる。SMAWの溶接ヒューム中のCr（VI）
含有量がFCAWやGMAWと比較して高くなった理由は，
溶接ヒューム中のアルカリ金属の含有量が高いためと推
定される6）。そこで，溶接ヒューム中のアルカリ金属に
着目し，Cr（VI）含有量への影響を調査した。
2．2　ESCAによる溶接ヒューム中のCr（VI）分析

　ワイヤ中のアルカリ金属量が異なる数種類の308L系
フラックス入りワイヤを作製し，これを用いた溶接から
発生する溶接ヒューム中のCr（VI）の状態分析をESCA

（Electron Spectroscopy for Chemical Analysis）を 用 い
て行った。溶接は，シールドガスとして100％CO2を用
い，200A－32Vの条件で行った。
　ESCAにて得られた溶接ヒュームのCr2pスペクトルの
解析から，二つのピークの存在が確認された（図 6）。
576eV付近に見られるピークは三価クロム（以下，Cr

（III）という）化合物に起因したスペクトルであり，578
～580eV付近に見られるピークがCr（VI）化合物に起因し
たスペクトルである。NaとKの酸化物換算の含有量が約
24％と大きい溶接ヒュームでは，Cr（VI）化合物のピー
ク強度が高くCr（III）のピーク強度は低い。一方，含有量
が約 3 ％と低い溶接ヒュームでは，Cr（VI）のピーク強度
は低くCr（III）のピーク強度が高い。
　Cr（VI）のピーク強度が高いスペクトルを示す溶接ヒ
ュームは，化学分析においてもCr（VI）の含有量が高い。
アルカリ金属は溶接ヒューム中でCrと反応し，K2CrO4

またはNa2CrO4のようなCr（VI）化合物を生成していると
推定される。このため，溶接材料に含まれるアルカリ金
属量の低減が溶接ヒューム中のCr（VI）生成を抑制する
のに有効であるといえる。一方，アーク安定剤として有
効なアルカリ金属の添加量を過度に低減すると，スパッ
タや溶接欠陥の増加などの弊害が生じ，溶接材料として
の機能を劣化させる。そのため，溶接材料に含まれるア
ルカリ金属の添加量を低減するだけでは実用的な溶接材
料にならない。したがって，アルカリ金属量の低減以外
の新たな Cr（VI）低減手法が必要となる。
2．3　ふっ素の影響

　溶接ヒュームのふっ素含有量が3.5％および8.0％の場
合のESCAによる分析結果を図 7に示す。ふっ素含有量
以外は同等であり，溶接ヒューム中のふっ素含有量はワ
イヤ中のふっ化物の添加量により調整した。Cr（VI）に
起因したスペクトルは，ふっ素含有量3.5％の溶接ヒュー
ムより8.0％の溶接ヒュームの方が低くなっている。溶
接ヒューム中のふっ素含有量の増加により，アルカリ金
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表 2  溶接ヒュームの化学成分分析結果一例
���������Chemical composition of welding fume (mass％)

図 6  ESCAによる溶接ヒュームのCrスペクトル解析結果
������  Cr spectrum of welding fume (308L type flux cored wire)



属ふっ化物の生成が促進された結果，アルカリ金属とCr
の反応が抑制され，Cr（VI）化合物の生成が抑制されたと
推測される。
　図8は溶接ヒューム中のCr（VI）含有量をアルカリ金属
とふっ素のパラメータである（［Na］＋［K］）/［F］で整理
した結果である。溶接ヒューム中のふっ素含有量の増加
あるいはアルカリ金属含有量の低下が溶接ヒューム中の
Cr（VI）含有量の低減に有効であることを示している。
溶接材料中に含まれるふっ化物の添加量を増やすことに
より，溶接ヒューム中のCr（VI）含有量を効果的に低減す
ることが可能となることがわかった。

3．溶接ヒューム中のCr（VI）発生量を低減したス
テンレス鋼フラックス入りワイヤ

　前章で得られた知見に基づき，溶接ヒューム中のCr
（VI）含有量を低減した308L，309L，316L系ステンレス鋼
フラックス入りワイヤを試作した。
3．1　Cr（VI）発生量

　溶接電流 200A，シールドガス100％CO2での溶接にお
ける308L，309L，316L系試作材および従来材のCr（VI）発
生量を図9に示す。Cr（VI）低減試作材のCr（VI）発生量は
従来材と比較して約1/10に低減されている。また，150
～270Aにおける308Lタイプ試作材のCr（VI）発生量を図
10に 示 す。シ ー ル ド ガ スが100％CO2および80％Ar－
20％CO2いずれの場合でも従来材と比較してCr（VI）発生

量が約80～90％低減されており，フラックス入りワイヤ
の実用的な電流域においてCr（VI）発生が低減されてい
ることがわかる。
3．2　作業環境中のCr（VI）測定

　Cr（VI）低減試作材による溶接作業者のCr（VI）暴露量
低減効果を確認するため，OSHA ID215法7）に基づきCr

（VI）暴露量を比較測定した。溶接条件を表3に示す。フ
ィルタを取付けた小形のエアサンプラを作業者の襟元に
装着し，走行台車による15分間の連続溶接を行った際の
大気中の溶接ヒュームを採取した（図11）。溶接中およ
び溶接終了後 6 分間の計21分間採取し，OSHA ID215 法
に準拠して捕集したフィルタに含まれるCr（VI）の分析
を行い，溶接作業者のCr（VI）暴露量を以下の式を用いて
計算した。
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図 7  溶接ヒューム中のフッ素量のCr（VI）スペクトルへの影響
������  Cr spectrum of welding fume （a）［F］＝ 3.5％, （b）［F］＝ 8.0％

図 9  試作材のCr（VI）発生量
������  Cr(VI) generation rate of developed wire図 8 アルカリ金属およびフッ素含有量の溶接ヒューム中のCr

（VI）への影響
������  The effect of ［Na］＋［K］/［F］ on Cr(VI) concentration in fume

図10  試作材のCr（VI）発生量
������  Cr(VI) generation rates of developed 308L wire



　　［Cr（VI）暴露量（mg/m3）］　
　　　＝［溶接ヒューム中のCr（VI）含有量（mg）］
　　　 /［吸引体積（m3/min）］/［吸引時間（min）］
　図12は試験に用いたフラックス入りワイヤのCr（VI）
発生量とCr（VI）暴露量の関係を示す。Cr（VI）暴露量は
溶接材料のCr（VI）発生量と比例関係にあり，溶接材料か
ら発生する溶接ヒューム中の Cr（VI）量を低減すれば溶
接環境中の Cr（VI）量が減少し，溶接作業者のCr（VI）暴
露量を低減できることを示している。

むすび＝ステンレス鋼の溶接時に発生する溶接ヒューム
中に含まれる Cr（VI）の低減を試み，以下の知見を得た。
１） 溶接方法による Cr（VI）発生量の違いを調べた結

果， FCAWおよびGMAWと比較してSMAWが最も多
い。

２） ESCA によって溶接ヒュームのCr（VI）スペクトル分
析を行った結果，アルカリ金属含有量の増加に伴っ
てCr（VI）のピーク強度が増加する傾向が見られた。
溶接材料に含まれるアルカリ金属量の低減は Cr

（VI）発生量の低減に有効であることがわかった。
３） 溶接ヒュームのふっ素含有量が上昇するに伴いCr

（VI）のピーク強度が低下した。ふっ素がアルカリ金
属と化合物を生成した結果，アルカリ金属とCrの反
応が抑制され，Cr（VI）化合物の生成が抑制されたと
推測される。

４） 得られた知見を基に試作したステンレス鋼フラック
ス入りワイヤでは，Cr（VI）発生量が従来材と比較し
て約 1/10 に減少した。また，作業環境中のCr（VI）
暴露量を測定した結果，試作ワイヤの適用により溶
接環境中の Cr（VI）暴露量を約 1/10に低減すること
ができた。
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204.
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図12  Cr（VI）発生量とCr（VI）暴露量の相関関係
������ Relationship between Cr(VI) exposure and Cr(VI) generation 

rate

図11  Cr（VI）暴露量測定風景
������  Measurement of Cr(VI) exposure

表 3  Cr（VI）暴露試験条件
���������Test conditions



まえがき＝金属材料は，高温下で力が加わり続けると，
組織変化，炭化物の粗大化および空孔や亀裂の発生など
が生じ，徐々に塑性変形が進行することがあり，この現
象を一般的にクリープと呼ぶ。タービン・ボイラなどは
高温・高圧環境にさらされることから，高温特性，とく
に高い耐クリープ特性に優れたCr-Mo鋼が用いられてき
た1）。また，高温強度，耐水素侵食性に優れる2.25Cr-1Mo-
V鋼は，石油精製リアクタの材料として広く利用されて
おり2），クリープ特性に関する研究では鋼材 3）および溶
接材料4）～6）について種々検討されている。このような高
温・高圧化で問題となるクリープ現象は時間依存の変形
であり，補修または交換時期を推定する目的で古くから
クリープ破断寿命の予測が広く研究されている 7）， 8）。
　クリープ破断寿命を予測する手法として，クリープ変
形挙動から寿命を予測するMonkman-Grant則9），修正θ
法10），11），Ω法12）など，鋼材を対象とする種々の寿命予測
法が提案されている。Monkman-Grant 則は，最小クリ
ープ速度から破断寿命を予測する経験則であり，多くの
材料でこの関係性が成り立つことが確認されている。現
在は改良法が提案されている13），14）。
　溶接部のクリープ性能に関しては，2009年にASME 
Sec.Ⅷ Div.2 15）が改訂され，2.25Cr-1Mo-V鋼に対して，ク
リープ破断特性が要求される設計温度が470℃以上から
440℃以上となった。そのため，多くの機器の溶接金属
に対し，540℃-210MPaの試験条件で破断時間900時間超
の耐クリープ性能が求められている。一方，クリープ変
形挙動からのクリープ破断寿命予測は，上述のごとく鋼
材を対象とした研究は種々行われているが，溶接金属を
対象とした研究はほとんど見当たらない。
　そこで当社では，2.25Cr-1Mo-V鋼溶接金属を対象に，
1,000時間程度の寿命をより早期に予測できないかとい

う観点から，鋼材で用いられる各種クリープ破断寿命予
測法の溶接金属への適用性を調査するとともに，最適な
予測方法について検討したので以下にその概要を報告す
る。

1．試験方法

1．1　試験片の作製方法

　溶接金属から試験片を採取するため，2.25Cr-1Mo-V鋼
を基準として主にV，Nb，BおよびWの化学成分を変化
させた 9 種類（№ A～I）のソリッドワイヤ（表 1）およ
びボンドフラックスを組合せたサブマージアーク溶接で
溶接試験材を作製した。母材はすべて2.25Cr-1Mo鋼板
（ASTM A 387-06a Gr.22）とした。表 2および図 1に溶
接条件を示す。溶接はタンデム サブマージアーク溶接
機を用い，入熱3.7kJ/mm，6 層12パスの多層盛溶接を行
った。開先形状は，ルート間隔25mm，開先角度10°（片
側 5°）の V 開先とした。なお，溶接後の試験材には705
℃で32時間の溶接後熱処理を施した。
　試験片は，№ A から 7 本（№ A1～A7）を，№ B～Iか
ら各 1 本（№ B1～I1，計 8 本）を，それぞれ試験材の溶
接金属中央の長手方向が試験片長手となるように採取し
た。試験片の形状は，平行部径φ 6 mm，標点間距離30 
mmである。
1．2　クリープ試験方法

　採取した各試験片を用い，JIS Z2271:1999に基づくク
リープ試験を実施した。試験機はレバー式タテ型クリー
プ試験機（テコ比 1：10）を用い，試験温度に昇温後，
定荷重を負荷して16時間の均熱保持を実施した。
　化学成分を同一とし，初期応力または試験温度を変化
させた試験条件として，№ Aから採取した 7 本の試験片
（№ A1～A7）を対象に540℃-210MPaを基準として試験
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温度525～600℃，初期応力190～300MPaの範囲で 7 条件
を選定した。また，化学成分の異なる№ B～Iの試験材
から採取した試験片№ B1～I1に対しては，初期応力と
試験温度を一定（540℃-210MPa）とする試験条件とし
た。
　目標とする破断時間の選定に際しては，高応力－短時
間の外挿が低応力・長時間で過大評価すること16）を考慮
し，2.25Cr-1Mo-V焼戻し鋼（焼戻し条件：705℃-30時間）
JIS SFCM F22Vのクリープ試験データ17）を基に，破断時
間が10～2,000時間程度となるようにした。

2．試験結果および考察

2．1　クリープ試験

2．1．1　同一化学成分の材料において初期応力・試験温

度を変化させた場合　
　材料の化学成分を同一として初期応力または試験温度
を変化させた 7 条件（№ A1～A7）のクリープ試験結果
およびクリープ曲線をそれぞれ表 3 および図 2に示す。
破断時間は，最も短いもので12時間，最も長いもので
1,639時間であり，従来の母材の結果7）と同様に，初期応
力・試験温度が高いほど短く，初期応力・試験温度が低
いほど長かった。また，いずれの試験条件においても，
ひずみ－時間線図は一般的な遷移クリープ域，定常クリ
ープ域，加速クリープ域からなる滑らかな曲線を示し，

形状に大きな違いは認められなかった。ただし，定常ク
リープ域については，一般的な実用鋼材で定常な速度域
が認められないように7），ほぼ遷移および加速クリープ
域に分けることもできたが，本報では定常クリープ域が
存在すると仮定し，最小クリープ速度と定常クリープ速
度は等しいものとした。
　図3に破断時間と初期応力の関係を示す。実線はA1～
A7の近似線を，破線は2.25Cr-1Mo -0.3V焼戻し鋼17）の近
似線を示している。540℃における№ Aの溶接金属は，
2.25Cr-1Mo-0.3V焼戻し鋼の550℃とほぼ同じ直線関係を
示した。
2．1．2　初期応力と試験温度一定において材料の化学成

分を変化させた場合

　材料の化学成分が異なり初期応力と試験温度を一定と
した 8 種類の試験片（№B1～I1）のクリープ試験結果を
表 4および図 4に示す。破断時間は，最も短いもので44
時間，最も長いもので1,603時間であった。破断時間は，
V，NbおよびB添加材では長く，W添加材では短くなる
傾向が認められた。また，最小クリープ速度は，V，Nb
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表 1  溶接金属の化学成分 （mass％）
���������Chemical composition of weld metal (mass％)

表 2  溶接試験材の作製要領
���������Welding procedures for preparing weld test specimens

表 3  № A1～A7のクリープ試験結果
���������Creep test results of specimen Nos. A1-A7

図 1  溶接条件
������  Welding condition

図 2  № A1～A7のクリープ曲線
������  Creep curves of specimen Nos. A1-A7



およびB添加材では遅く，W添加材では早くなる傾向が
認められた。
　V，Nbを添加した場合，MX（VC，NbC）に代表され
る微細な炭化物が析出し，転位の動きを妨げることでク
リープ強度が増加したと考えられる。
　Wを添加した場合は，W炭化物の凝集・粗大化によっ
てMXを生成するための炭素量が不足し，クリープ強度
を上げていた微細な炭化物が減少したと考えられる。
2.25Cr-1Mo-V鋼では，W増量によってクリープ強度が増
加されるとの報告18）もあるが，本検討で用いた溶接金属
（F1，G1）はC量が0.07％と低く，均一分散した微細な
MoやVの炭化物が十分に得られなかったためと推測す
る。
　Bを添加した場合は，12％Cr耐熱鋼でM23C6の成長抑

制19）および MX の微細化20）が図られることが指摘されて
いることから，本検討で用いた溶接金属においても
M23C6の成長抑制によってVCなどの微細炭化物が十分析
出し，長寿命化したと推測される。
2．2　クリープ寿命予測方法の検討

　材料の化学成分を同一として初期応力または試験温度
を変化させた 7 条件（№ A1～A7）のクリープ曲線（図 2）
を用い，Monkman-Grant則，修正θ法およびΩ法による
クリープ寿命予測法により，予測に使用できる回帰式を
作成した。この回帰式について，予測精度および予測に
必要とされる経過時間を検討した。なお，同条件の結果
を基に回帰式の精度を求めているため，厳密には予測で
はなく回帰であるが，3 種のクリープ寿命予測法を比較
するため，以後の文章ではあえて予測と表記した。ま
た，破断時間�r の予測精度は式（1）によって標準誤差21）

を求めた。
　　���＝（Σ（�i －�ie）2/（�－�－1－�p））1/2  …………（1）
　ここで，���は標準誤差，�iはlog��rの i 番目の実測値，
�ieはlog �rの i番目の予測値，�はデータ数である。�およ
び�pは，本検討では 0 とした。
2．2．1　Monkman-Grant則

　図 5に，A1～A7の溶接金属における最小クリープ速
度と破断時間の関係（白丸），および破断時間に対する最
小クリープ速度とΩの積の関係（黒丸）を示す。Ωは後
述のΩ法におけるパラメータの一つで，加速クリープ域
でのクリープ速度増大である。図中の白丸が示すよう
に，破断時間と最小クリープ速度の関係はMonkman-
Grant則のとおり式（2）で近似することができた。
　　�r＝�0ε・���1  ……………………………………………（2）
ここで，�r は破断時間（h），ε・�は最小クリープ速度（h－1）
である。�0は定数であり，0.036を示した。また，指数の�1
は1.058を示し，一般的な鋼材と同様にほぼ 1 であった。
　つぎに，図 5 の黒丸のように加速クリープ域の変形則
を考慮すると，式（3）で近似することができた。
　　�r＝�/（ε・�×Ω）�2  ……………………………………（3）
ここで，�および�2は定数であり，1.496および1.023を示
した。この結果は，阿部らのMod.9Cr-1Mo鋼13，14）で得ら
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表 4  № B1～I1のクリープ試験結果
���������Creep test results of specimen Nos. B1-I1

図 5 A1～A7における破断時間と最小クリープ速度，最小クリー
プ速度とΩの積の関係

������ Time to rupture vs. minimum creep rate of ε・m  and ε・m×Ω 
for specimen Nos. A1-A7

図 4  №B1～I1のクリープ曲線
������  Creep strain-time curves of specimen Nos.B1-I1

図 3  破断時間と初期応力の関係
������  Relationship between stress and time-to-rupture



れた関係式とよく一致する。№ A1～A7の2.25Cr-1Mo-
0.3V鋼溶接金属が焼戻しベイナイト組織であるのに対
し，Mod.9Cr-1Mo鋼は焼戻しマルテンサイト組織であ
る。両者の予測式がよく一致することから，式（3）は
Cr-Mo鋼のほかの成分系に対しても適用できる可能性が
高い。
　つぎに，Monkman-Grant則の予測に必要とされる経
過時間を検討するため，№ A1～A7の溶接金属について
最小クリープ速度の到達率と経過時間率の関係を図6の
ように，整理した。最小クリープ速度の到達率は，最小
クリープ速度を各経過時間におけるクリープ速度で除し
た百分率である。また，経過時間率は経過時間を破断時
間で除した百分率である。いずれの試験条件において
も，破断時間の15～20％で最小クリープ速度に到達し，
試験温度・初期応力の影響はあまり認められなかった。
したがって，最小クリープ速度から予測するMonkman-
Grant則は，破断時間の15～20％の経過時点で適用でき
ることが確認された。
　図 7に，破断時間の実測値とMonkman-Grant則による
計算値の比較結果を示す。計算式は，式（2）を用いた。
図中の破線は，対数グラフにおける99％の信頼区間であ
り，間隔が狭いほど精度が高いことを示している。実測
値と計算値は，10時間程度の短時間側で多少の誤差が認
められるものの，よく一致した。
2．2．2　修正θ法

　№ A1～A7の溶接金属のクリープ曲線について，修正

θ法を用いて式（4）による数値化を行った。第 1 項は瞬
間ひずみを，第 2 項は加工硬化による減速項を，第 3 項
を弱化による加速項を，それぞれ示している10）。
　　ε＝ε0＋�（1－exp（－α�））＋�（exp（α�）－1）  ……（4）
ここで，εはひずみ（－），�は時間（h），εr は破断ひず
み（－），ε0は瞬間ひずみ（－）である。また，�は減速
項の定数（－），�は加速項の定数（－），αは速度定数
（h－1）である。解析の結果，�，�，αはそれぞれ順に
1.07×10－2～2.44×10－2，2.43×10－3～3.47×10－3，2.35×
10－3～2.90×10－1を示した。
　クリープ寿命予測において，修正θ法のとおり式（5）
の破断パラメータ�（h）と破断時間との間に，式（6）の
関係を得ることができた。図8に破断パラメータ�と破
断時間の関係を示す。
　　�＝（1/α）ln（（εr－ε0－�）/�）  ……………………（5）
　　��＝ ��q  ……………………………………………（6）
ここで，�，�は定数であり，それぞれ0.658，1.030を示
した。九島ら11）によると，�は 1 よりやや小さい値を，�
はほぼ 1 を示すとされている。2.25Cr-1Mo-V鋼溶接金属
でもほぼ同じ値を示した。
　修正θ法の予測に必要とされる経過時間を検討するた
め，経過時間と破断ひずみに対するひずみの関係を整理
した（図 9）。実線は，打切りひずみまでのひずみを，式
（4）を用いて計算した曲線である。予測に必要とされ
る経過時間は破断時間の80～90％まで必要であった。し
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図 7  破断時間の実測値と Monkman-Grant 則よる計算値の比較
������ Comparison of observed and predicted time to rupture based 

on Monkman- Grant law for No.A1-7

図 6  № A1～A7における最小クリープ速度の到達
������ Relationship between "minimum creep rate / creep rate" and 

"elapsed time / time to rupture" for specimen Nos. A1-A7

図 9  № A1～A7における修正θ法の打切りひずみまでの経過時間
������ Time to cutoff strain based on modified θ projection for 

specimen Nos. A1-A7

図 8 № A1～A7における修正θ法の破断パラメータ P と破断時
間の関係

������ Relationship between time to rupture and modified θ 
projection parameter "P" for specimen Nos. A1-A7



たがって，修正θ法は破断時間の80～90％の経過時点で
適用できることが確認された。
　図10に，破断時間の実測値と修正θ法よる計算値の比
較を示す。計算式は式（6）を用いた。精度は標準誤差
1.05を示し，10時間から1,000時間の範囲においてほぼ完
全に一致した。クリープ曲線のほぼ全体をパラメータ化
しているため予測精度は高くなるが，予測に時間がかか
り，クリープ途中で予測する手法には不利であることが
わかる。
2．2．3　Ω法

　溶接金属№ A1～A7のクリープ曲線について，Ω法で
解析を行ったところ，加速クリープ域においてひずみ速
度とひずみの間に式（7）の関係が成立した。また，得ら
れた 2 つの定数の積は，式（8）に示すように破断時間と
反比例の関係を示した。
　　lnε・＝lnε・0 ＋Ωε  ……………………………………（7）
　　��＝1/（ε・0 ×Ω）  ………………………………………（8）
ここで，ε・はひずみ速度（h－1），ε・0 はひずみ 0 における
初期ひずみ速度（h－1）である。
　図11にΩ×ε・0 と破断時間の関係を示す。破断時間と
Ω×ε・0 の関係は，式（9）に示すように式（8）とほぼ一
致するが，厳密には累乗数が－ 1 のままでは実際より長
く予測される。
 　　�r＝0.983（Ω×ε・0 ）－ 0.970  ……………………………（9）
　つぎに，Ω法の予測に必要とされる経過時間を検討し
た。図12に経過時間率に対するΩの到達率を示す。図
中のΩ0は，各経過時間に対するΩ である。Ω の到達率
は，各経過時間におけるクリープ速度の増大をΩで除し
た百分率である。Ω は破断時間の60～70％で求めるこ
とができる。したがって，Ωから予測するΩ法は，破断
時間の60～70％の経過時点で適用できることが確認され
た。
　破断時間の実測値とΩ法よる計算値の比較結果を
図13に示す。計算式は式（8）を用いた。計算値は10～
100時間程度の短時間側で精度が高いが，1,000時間前後
の長時間側では実測値より大きかった。
2．3　各種クリープ寿命予測方法の比較検討

　Monkman-Grant則，修正θ法およびΩ法のいずれにお

いても2.25Cr-1Mo-V鋼溶接金属の寿命予測が可能である
ことが 2.2 節で確認され，各種クリープ寿命予測方法の
予測精度および予測に必要な経過時間が得られた。予測
精度および必要な経過時間を表 5にまとめる。
　予測精度は修正θ法が最も高く，ついでMonkman-
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図10 № A1～A7における破断時間の実測値と修正θ法による計
算値の比較

������ Observed time to rupture vs. calculated time to rupture 
based on modified θ projection for specimen Nos. A1-A7

図11  № A1～A7におけるΩ×ε・0と破断時間の関係
������ Relationship between time to rupture and Ω method's 

parameter "Ω×ε・0" for specimen  Nos. A1-A7

図12  № A1～A7におけるΩ法の経過時間率に対するΩの到達率
������ Relationship between Ω0/Ω and time / time-to-rupture for 

specimen Nos. A1-A7

図13  № A1～A7における破断時間の実測値とΩ法による計算値
������ Observed time to rupture vs. calculated time to rupture 

based on Ω method for specimen Nos. A1-A7

表 5  各種予測方法による予測精度と必要な経過時間のまとめ
���������Summary of various methods as to prediction accuracy and 

necessary elapsed time to predict the time to rupture



Grant則，Ω法の順であった。修正θ法で予測精度が高
い理由として，定常クリープ域だけでなく加速クリープ
域まで解析に用いているためと考える。
　最小クリープ速度を必要とするMonkman-Grant則は，
破断時間の15～20％で予測できるが，Ω値を必要とする
Ω法は，破断時間の60～70％の経過時間が必要であっ
た。修正θ法はクリープ曲線全体からパラメータ化して
いるため，破断時間の80～90％まで試験が必要であっ
た。
　したがって，予測精度および必要な経過時間を考慮す
ると，破断時間が1,000時間前後の2.25Cr-1Mo-V溶接金属
についてクリープ破断寿命を早期に予測する場合，予測
に必要な経過時間の短いMonkman-Grant則が適してい
ると判断される。
2．4　溶接金属成分が変化した場合への適用

　最適と判断されたMonkman-Grant則の適用性を評価
するため，溶接金属の化学成分（V，Nb，B，W）を変
化させた試験片№ B1～I1のクリープ試験結果について，
成分は同一で温度または応力を変化させた条件で得られ
た式（2）を用いてクリープ寿命予測を行った（№A1～
A7の係数を使用）。比較のため，Larson-Miller法による
予測精度も付記した。
　破断時間の実測値と予測値の比較結果を図14に示す。
破線はMonkman-Grant則およびLarson-Miller法の99％の
信頼区間である。Monkman-Grant則のB1～I1の予測値
は，Vを添加していないB1およびNbを添加したE1でや
や外れるもののその他は実測値とほぼ一致し，化学成分
を変化させていない№ A1～A7と同程度の精度を示し
た。すなわちMonkman-Grant則は，溶接金属の化学成分
が変化した場合においてもクリープ破断寿命を精度よく
予測可能であることがわかる。また，溶接方法や熱処理
条件によって金属組織および結晶粒径が変わる溶接金属
では，Larson-Miller法より，クリープ曲線の途中から
Monkman-Grant則などの変形機構で予測する方法が有
効と判断される。

 

むすび＝ 2.25Cr-1Mo-V鋼のサブマージアーク溶接金属
に対して，短期（1,000時間程度）のクリープ破断寿命を
より早くにクリープ変形挙動から予測する手法を検討
し，以下の結果を得た。
（１）鋼材のクリープ破断寿命予測で用いられる

Monkman-Grant則，修正θ法およびΩ法は，溶接
金属のクリープ寿命予測に適用可能である。

（２）クリープ破断寿命予測において，予測精度は修正
θ法，Monkman-Grant則，Ω法の順で高い。一
方，予測に必要な時間（破断時間に対する比率）
は，Monkman-Grant則 が 15～20％，Ω 法が60～
70％，修正θ法が80～90％である。クリープ寿命
を早期に予測する場合，Monkman-Grant則が適し
ている。

（３）代表成分について，試験温度または初期応力を変
化させて得られた Monkman-Grant則の式を用い
て，溶接金属の化学成分（V，Nb，B，W）を変
化させた場合においても，クリープ破断寿命を早
期かつ精度よく予測可能である。

　最後に，本成果を用いることで耐クリープ性能を早い
段階で予測されることから，溶接ワイヤの研究開発にお
いて試作サイクルの短縮化に貢献できると考える。今後
は，9Cr-1Mo-V鋼など他の耐熱鋼への適用を検討する予
定である。
　（本論文は「溶接学会論文集．2012，第30巻，第 3 号， 
p.228-237」の抜粋である。）
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図14 化学成分を変化させたB1-I1におけるMonkman-Grant則，お
よびLarson-Miller法による破断時間の実測値と予測値の比較

������ Observed time to rupture vs. predicted time to upture based 
on Monkman-Grant law and Larson-Miller method for varied 
chemistry specimen Nos. B1-I1



まえがき＝高Crフェライト系耐熱鋼は，オーステナイト
系耐熱鋼とともに古くから研究・実用化が進められてい
る鋼材である。この鋼材は，オーステナイト系耐熱鋼と
比較して熱膨張係数が小さいことや，Nb，V，Nの添加
などによって優れたクリープ破断強度を有することか
ら，操業環境が高温・高圧の蒸気下で，電力需要に応じ
て稼動・停止を繰返す火力発電プラントに多用されてい
る。ASTM A335 Gr.P91鋼は，高Crフェライト系耐熱鋼
の代表的な鋼種であり，火力発電プラントの中で，とく
に主蒸気管などの大径肉厚管に適用されている。
　Gr.P91鋼の溶接継手には，残留応力の軽減や溶接部の
性能改善を目的として，溶接後熱処理（Post Weld Heat 
Treatment，以下PWHTという）が施される。このとき，
適切な温度と時間でPWHTが実施された溶接継手は良好
な機械的性質を示す。しかしPWHT温度が低すぎる場合
は，十分な焼戻し効果が得られないことから溶着金属の
靭性（じんせい）が不十分となり，逆にPWHT温度が高
すぎる場合は，過度に焼戻されることから溶着金属の室
温・高温引張強度が不十分となる。とくにPWHT温度が
溶着金属のAc1 変態点を超えるような場合には，溶着金
属が逆変態によって高強度・低靭性のフレッシュマルテ
ンサイトを含有したミクロ組織となることから，溶接継
手性能が劣化する。そこでこれらの不具合を避けるた
め，施工面からはPWHT温度の規制 1），2）が，溶接材料面
からはMn，NiなどAc1変態点を下げる化学成分の規制 3）

が設けられている。しかし，溶着金属に対してこれらの
規制を適用するにあたって，機械的性質の観点からの検
証事例は少ない。
　そこで本稿では，主にMn＋Ni量の異なる二種類の
Gr.P91鋼溶着金属を用いて，Ac1変態点を超える温度で
PWHTを実施した場合の機械的性質の変化を調査した。
そして，それぞれの溶着金属が許容しうるPWHT温度の

上限について考察を行った。

1．実験方法

1．1　供試材

　供試材には，当社のGr.P91鋼用被覆アーク溶接棒であ
る TRUSTARC TM 注） CM-9Cb（以下，CM-9Cb という）と
TRUSTARC CM-95B9（以下，CM-95B9 という）の溶着
金属を用いた。CM-9Cbは，主に国内火力発電プラント
において20年以上の適用実績を有している。一方 CM-
95B9 は，AWS A5.5 E9015-B9：2006規格に合致する被覆
アーク溶接棒であり，CM-9Cbよりも溶着金属のMn，Ni
量を低く抑えていることが特徴である。以後，CM-9Cb
の溶着金属をA，CM-95B9の溶着金属をBとして説明す
る。
　図 1に溶接開先形状を示す。試験板には JIS G3106 
SM490Aを用いた。開先面は，母材希釈による溶着金属
の化学成分変動を避けるため，あらかじめ供試棒にて 3
層バタリング溶接を行い，機械加工で平滑に仕上げた。
表 1に開先内の溶接条件を示す。
1．2　PWHT条件

　機械的性質評価用の試験片に対して，溶着金属 A の場
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合は 670，730，760，790，820℃の 5 温度，溶着金属 B
の場合は 720，760，800，850℃ の 4 温度でPWHTを行っ
た。PWHT保持時間は全て 4 hとした。PWHT温度の制
御下限は300℃とし，制御下限温度以上の昇温速度，降温
速度はそれぞれ55℃/h以下とした。
1．3　溶着金属のAc1変態点測定　

　Ac1変態点の測定には，溶接のままの溶着金属から，
溶接線方向に平行に，ビード幅中央かつ板厚中央位置か
ら採取したφ 8 × 66mm の円柱状試験片を用いた。Ac1

変態点は，昇温過程においてオーステナイト相が生成し
始める温度として定義される。Ac1変態点測定方法には，
相変態に伴う試験片の膨張・収縮を検出する方法 4）が一
般的である。しかし，この種の測定手法では膨張・収縮
量の測定方法や測定条件によって精度が左右されるた
め，得られるAc1変態点測定値が大きく異なることがあ
る。そこで，本稿で採用したAc1変態点測定方法の妥当性
を検証するため，事前に予備検討を行った5）。用いたAc1

変態点測定方法は，約10－3Paの高真空雰囲気下で誘導加
熱器を用いて試験片を昇温し，昇温に伴う試験片直径の
変化を非接触式の高精度LED発光装置を用いて検出する
方法である。試験片の昇温速度は，600℃に到達するま
では10℃/minとし，逆変態が発生すると予測される650
～1050℃の範囲では 5 ℃/minとした。一方，標準試料と
して0.19mass％Cの炭素鋼材を用い，得られたAc1変態点
測定結果とFe-C系状態図からおおよそ読取ることがで
きるA1変態点を比較することによって測定結果の妥当性
を検証した。
1．4　溶着金属の機械的性質評価

　機械的性質の評価項目は，室温における引張強度，20
℃におけるシャルピー衝撃吸収エネルギー，600℃にお
けるクリープ破断時間（負荷応力：108MPa，147MPa）
とした。室温引張試験およびシャルピー衝撃試験には，
各PWHT後の溶着金属からAWS A5.5に準拠して採取し
た試験片を用いた。クリープ破断試験片には，溶接線方
向に平行に，ビード幅中央かつ板厚中央位置から採取し
たφ6.0mmのつば付き試験片を用いた。
1．5　炭窒化物析出状態観察と抽出残渣分析

　透過型電子顕微鏡（TEM）を用いて，PWHT後の炭窒
化物の析出状態を調べた。TEM観察用試料は，溶接線方
向に垂直な断面のビード幅中央かつ板厚中央位置から採
取し，その観察方法は抽出レプリカ法とした。炭窒化物
の抽出残渣（ざんさ）分析には，TEM観察用試料と同位
置から溶接線方向に平行に採取したφ 8 × 20mmの円柱
状試験片を用いた。

2．実験結果および考察

2．1　溶着金属の化学成分

　表2に溶着金属 A と B，併せてAc1変態点測定時の標準
試料として用いた炭素鋼材の化学成分分析結果を示す。
溶着金属のMn＋Ni量は，Aは2.49mass％，Bは1.38mass
％であった。
2．2　溶着金属のAc1変態点

　表 3にAc1変態点の測定結果を示す。標準試料として
用いた0.19mass％C炭素鋼のA1変態点測定結果は732℃
であった。一方，Fe-C系状態図から読取れるAc1変態点
は約727℃であり，両者は良好な一致をみた。この結果
から，本稿で採用したAc1変態点測定方法，すなわち高真
空雰囲気下で誘導加熱器を用いて試験片を昇温させ，非
接触式の高精度LED発光装置で試験片直径の変化を検出
する方法は，十分な信頼性を有するものと判断した。
　この測定方法による溶着金属 A および B のAc1変態点
はそれぞれ，733℃，785℃であった。以降，これらの測
定結果を両溶着金属のAc1変態点として扱った。
2．3　溶着金属の機械的性質に及ぼすPWHT温度の影響

　溶着金属AおよびB のPWHT温度と室温での機械的性
質の関係を，それぞれ図 2，図 3に示す。各図中には
Gr.P91鋼材のASTM規格規定強度も示した。
　溶着金属 A の室温引張強度は，PWHT温度が760℃ま
ではPWHT温度の上昇に伴って低下し，PWHT温度が
760℃を超えると逆に上昇した。一方，溶着金属 B の室
温引張強度はPWHT温度の上昇に伴って一様に低下し，
PWHT温度が800℃の場合は鋼材強度規格下限値とほぼ
同等，850℃の場合は室温0.2％耐力が鋼材強度規格下限
値を下回った。
　溶着金属 A の吸収エネルギーは，PWHT温度が760℃
まではPWHT温度の上昇に伴って増大し，760℃を超え
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表 1  溶接条件
���������Welding conditions

表 2  供試材料の化学成分分析結果
���������Chemical compositions of testing materials

表 3  Ac1 変態点の測定結果
���������Measuring results of Ac1



ると逆に低下した。一方，溶着金属 B の吸収エネルギー
は，PWHT温度の上昇に伴って増大し，PWHT温度が
800℃から850℃の間で最大値を有すると推測された。
　図4に，溶着金属 A と B のPWHT温度とクリープ破断
時間の関係を示す。低負荷応力（108MPa）の場合，溶
着金属 A と B のクリープ破断時間は，ともにPWHT温度
の上昇に伴って短くなり，溶着金属 B のクリープ破断時
間はPWHT温度が800℃を超えると急激に低下した。高
負荷応力（147MPa）の場合，溶着金属 A のクリープ破
断時間は，PWHT温度が790℃までは温度の上昇に伴っ
て短くなり，790℃を超えると逆に長くなった。一方，
溶着金属Bのクリープ破断時間はPWHT温度の上昇に伴
って短くなり，PWHT温度が760℃を超えると急激に低
下した。
　溶着金属Aでは，あるPWHT温度を境にして室温引張
強度，吸収エネルギー，および高負荷応力時のクリープ
破断時間の各機械的性質が逆転する現象が認められた。
これは，PWHT温度がAc1変態点を超えたことに起因し

たフレッシュマルテンサイトの析出によるものと推測さ
れる。フレッシュマルテンサイトは，Ac1変態点を超え
ることで生じた高温域のオーステナイト相が降温過程で
マルテンサイト変態を起こして形成されたものである。
PWHT本来の目的である焼戻しを受けていないことか
ら，高強度・低靭性な性質を有している。これが機械的
性質の逆転現象の理由と推測される。
　ここで着目すべき二つの事実がある。第 1 の事実は，
溶着金属 A の機械的性質の逆転現象が，Ac1変態点より
もさらに高いPWHT温度領域で生じたことである。これ
は，逆変態率によっておおむね説明することができる。
図 5に溶着金属 A と B のAc1変態点測定時に得られた温
度－膨張・収縮曲線から求めた逆変態率を示す。溶着金
属 A，Bともに，Ac1変態点直上の温度域ではオーステナ
イト相への逆変態率は微小であるため，降温過程におけ
るフレッシュマルテンサイトの析出量が少なく，結果と
して機械的性質の逆転現象を引起こすまでには至らな
い。しかし，PWHT温度の上昇に伴って逆変態率が大き
くなり，高強度・低靭性のフレッシュマルテンサイト析
出量が増加するに伴って前述の逆転現象が引起こされる
ものと推測される。一方，溶着金属 B の機械的性質につ
いて，PWHT温度がAc1変態点を大きく超えて逆変態率
が十分大きくなっても溶着金属Aのような機械的性質の
逆転現象が認められなかったことは，逆変態率だけでは
説明ができない。これについては，低 C フレッシュマル
テンサイトの析出，あるいはフェライト相の析出 6）とい
う二つの仮説が考えられる。とくに前者は，溶着金属 B
のMn＋Ni量が溶着金属 A と比較して少ないことから想
起したもので，Mn＋Ni量が低い場合，逆変態で生じる
オーステナイト相の固溶 C 量が少なく，その結果，降温
過程では比較的軟質な低Cフレッシュマルテンサイトが
析出するのではないかというものである。
　これらの仮説を検証するために，以下の実験を実施し
た。溶接のままの溶着金属 A と B よりAc1変態点測定用
試験片を採取し，それぞれのAc1変態点より約30℃高い温
度で 1 h保持した後， 2 ℃/minの冷却速度で試験片を降
温し，降温過程における温度－膨張・収縮曲線を測定し
て析出相を確認した。図6にその結果を示す。溶着金属
A では，フレッシュマルテンサイトの生成を示唆する線
膨張挙動が約400℃で確認された。一方，溶着金属 B で
は，約750℃において第三相の析出を示唆する膨張挙動
が確認された。図7に本試験後の溶着金属AとBのミク
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図 2  溶着金属AのPWHT温度と室温における機械的性質の関係
������ Relationship between PWHT temperature and mechanical 

properties of weld metal A at RT

図 3  溶着金属BのPWHT温度と室温における機械的性質の関係
������ Relationship between PWHT temperature and mechanical 

properties of weld metal B at RT

図 4 溶着金属 A と B のPWHT温度と600℃におけるクリープ破断時
間の関係

������ Relationship between PWHT temperature and 600℃ creep 
rupture time of weld metal A and B



ロ組織を，図 8にそれぞれの視野におけるKAM（Kernel 
Average Misorientation）像を示す。KAM像は電子線後
方散乱回折（EBSD）解析法により得られるもので，KAM
は結晶方位差あるいは格子ひずみの尺度を表す。KAM
像では，像中の 1 ピクセルとその最近接ピクセル間の平
均的な結晶方位差が示され，測定視野中の結晶方位差の
分布が表される。マルテンサイトはその結晶格子中に大
きな格子ひずみを有するため，このKAM像より組織中
のフェライトとマルテンサイトを識別することができ
る。図 7 の溶接金属 A と B を比較すると，溶接金属 B
のミクロ組織には写真中央部の上下方向に粗大な白色組
織が認められる。一方，この白色組織は図 8 に示した溶

着金属 B のKAM像青色集中部に該当し，この部分の格
子ひずみは周囲の組織に比べて著しく小さいことが示さ
れた。すなわち，溶着金属 B に認められる白色組織はフ
ェライトである可能性が示唆される。今後，この析出相
の同定をさらに進めて行く予定である。
　つぎに，着目すべき第 2 の事実は，溶着金属 A のクリ
ープ破断試験において，高負荷応力下ではPWHT温度と
クリープ破断時間の関係に逆転現象が認められたが，低
負荷応力下ではこれが認められなかったことである。こ
れは，高負荷および低負荷応力下でのクリープ破断試験
片の変形挙動の違い 7）に起因するものと推測される。す
なわち，高負荷応力下では試験片全体に変形が生じるこ
とから，結晶粒内に高密度の転位を有するフレッシュマ
ルテンサイトがクリープ破断時間の長寿命化に寄与す
る。一方，低負荷応力下においては旧オーステナイト粒
界近傍の領域で優先的に変形が生じることから，フレッ
シュマルテンサイトがクリープ破断時間の長寿命化に寄
与しなかったものと推測される。
　以上から，Ac1変態点の高低とは別に機械的性質の観
点から，許容しうるPWHT温度の上限が変化することを
確認した。
2．4　溶着金属の炭窒化物析出状態と炭窒化物組成に及

ぼすPWHT温度の影響

　溶着金属 A について，炭窒化物析出状態とその組成に
及ぼすPWHT温度の影響を調査した。図 9に各PWHT後
の溶着金属 A のTEM像を示す。炭窒化物の析出量と分
布状態は，670℃および760℃のPWHT温度では有意差が
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図 5  溶着金属 A と B の温度と逆変態率の関係
������  Relationship between temperature and reverse transformation ratio of weld metal A and B

図 8  相変態温度解析試験後の溶着金属 A および B のKAM像
������ KAM images of weld metal A and B after phase transformation 

temperature analysis

図 7  相変態温度解析試験後の溶着金属 A および B のミクロ組織
������ Microstructures of weld metal A and B after phase transformation 

temperature analysis

図 9  各PWHT後の溶着金属 A のTEM像
������ TEM images of weld metal A after PWHT at different 

temperature

図 6  溶着金属 A と B の冷却時相変態温度解析結果
������ Phase transformation temperature of weld metal A and B at 

cooling process



認められない。しかし790℃では明らかに粒内の炭窒化
物の析出が希薄化しており，820℃ではラス粒界炭化物
自体の粗大化が認められた。
　さらに，それぞれのPWHT温度下における炭窒化物の
析出量を定量的に比較するため，抽出残渣分析を行っ
た。図10に分析結果を示す。PWHT温度が760℃を超え
ると，Cr，Mo，V，N のいずれも急激に減少することが
確認された。これは，PWHT温度の上昇による炭窒化物
の溶解，マトリックスへの再固溶が進行したことに起因
すると推測される。

3．各溶着金属の許容しうるPWHT温度の上限

　溶着金属 A と B のAc1変態点測定結果は，それぞれ約
730℃，および780℃である。仮に，PWHT温度をAc1変態
点以下とする施工面の規制に準ずるならば，溶着金属 A
と B のPWHT温度の上限はそれぞれ約730℃，および780
℃となる。しかし，溶着金属 A のPWHT温度を730℃と
した場合，溶着金属の焼戻しが不十分となって所定の機
械的性質が得られない。一方，溶着金属 B については
PWHT温度を780℃とした場合，室温引張強度がGr.P91
鋼材規格の下限値とほぼ同等であることから，規格に対
して裕度が小さくなることが懸念される。すなわち，
PWHT温度の選定は，単純にAc1変態点だけで決定する
ことは現実的ではなく，機械的性質を総合的に考慮して
決定することが重要と考える。
　図11に，溶着金属 A と B のクリープ破断強度を，
Gr.P91鋼溶接継手のクリープマスターカーブと共に示
す。これらの結果から，今，溶着金属に対して溶接継手

と同等以上のクリープ破断強度を求めると仮定した場
合，溶着金属 A と B のPWHT温度の上限はそれぞれ760
℃，および800℃となる。
　溶着金属 A のPWHT温度を760℃とした場合，溶着金
属は良好な靭性を有し，その室温引張強度特性も Gr.P91
鋼材規格を十分に満足する。溶着金属BのPWHT温度を
800℃とした場合も溶着金属は良好な靭性を示すが，前
述のとおり，その室温引張強度特性はGr.P91鋼材規格に
対して裕度が小さい。
　以上の結果から，溶着金属の機械的性質を総合的に判
断して，溶着金属 A と B のPWHT温度の上限はそれぞれ
760℃，および800℃と結論付けられる。
　
むすび＝当社のASTM A335 Gr.P91鋼用被覆アーク溶接
棒であるCM-9Cb，およびCM-95B9を用い，主にMn＋Ni
量の異なるこれら二種類のGr.P91鋼溶着金属に対して，
Ac1変態点を超える温度でPWHTを実施した場合の溶着
金属の機械的性質への影響を調査するとともに，それぞ
れの溶着金属が許容しうるPWHT温度の上限について考
察を行った。その結果，CM-9Cb溶着金属のMn＋Ni量
は2.49mass％，Ac1変態点は733℃であることから，PWHT
温度がAc1変態点以下とする施工面の規制に準じた場合，
PWHT温度の上限は730℃とすべきであるものの，機械
的性質の評価結果からはPWHT温度は760℃まで許容さ
れると判断された。
　同様に，CM-95B9溶着金属のMn＋Ni量は1.38mass％，
Ac1変態点は785℃であることから，上記と同様の規制に
準じた場合，PWHT温度の上限は780℃とすべきである
ものの，機械的性質の評価結果からはPWHT温度は800
℃まで許容されると判断された。
　以上の知見から，高Cr系フェライト系耐熱鋼溶着金
属のPWHT温度は，単純にそのMn＋Ni量やAc1変態点の
みから決定するべきではなく，あくまでクリープ破断性
能も含めた機械的性質を考慮して決定するべきである。
　本稿では，溶着金属にのみ注目してPWHT温度の上限
を検討した。しかし，実際の溶接継手評価においては，
母材および母材熱影響部を含めた総合的な検討を進める
ことが必要と考える。
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図10  各PWHT後の溶着金属 A の抽出残渣分析結果
������ Analysis on extracted residues of weld metal A after PWHT 

at different temperatures

図11  各PWHT後の溶着金属 A および B のクリープ破断強度
������ Creep rupture strengths of weld metals A and B after PWHT 

at different temperatures



まえがき＝当社のアーク溶接ロボットは，中厚板分野
（建設機械，鉄骨，橋梁，鉄道車両）をターゲットとし
て，これまで国内および海外のユーザにおいて数多く採
用されてきた。中厚板分野のユーザニーズには，①生産
性の向上（自動化率の向上），②溶接品質の向上，③省ス
ペース化，④生産コスト低減などがある。
　①の具体例を挙げると，建設機械分野では溶接対象物
の内面深くに溶接トーチが入り込む場合が多く，溶接ト
ーチおよびトーチケーブルが溶接対象物と干渉しやす
い。　その場合，ロボットを用いた溶接ができず，人の手
で溶接することになる。このような作業環境において生
産性を向上させるためには，トーチケーブルをロボット
の上腕に通すことにより溶接対象物との干渉を回避する
「ケーブル内蔵ロボット」が必要といわれていた。
　一方，溶接対象物が大形化する反面，システムは小形・
省スペース化の要望が強くなっている。このため，大形
溶接対象物へアプローチがしやすく，省スペース化を図
ることができる天吊りシステムの需要が増加してきた。
　そこで，①トーチケーブルと溶接対象物が干渉しにく
いケーブル内蔵，②天吊りシステムに適した広い動作範
囲，と い う 特 長 を 有 す る ケ ー ブ ル 内 蔵 ロ ボ ッ ト
ARCMANTM 注）-GS（図 1）を開発した 1）。
　ARCMAN-GSはケーブルを内蔵する新たに開発した構
造であり，従来のARCMANシリーズと異なる機械的な
特長を持つ。そのため，高精度な位置追従精度（ウィー
ビング精度およびセンシング精度など）を実現すること
を目的に，同時に新制御技術も開発した。これら機械お
よび制御開発を成しえたことで，高機能・高性能な新ロ
ボットが完成した。
　ARCMAN-GS の名前は，「Global Standards（世界標準）」

「Global Strategy（世界戦略）」などの頭文字から取って
おり，海外の多くのユーザにおいて活躍するロボットを
つくり上げるという当社の思いが込められている。

1．ARCMAN-GSの特長

1．1　システムに合わせて選べるトーチケーブル内蔵方式

　ARCMAN-GS は次の 2 種類のトーチケーブル内蔵方式
が選択できる。
　①溶接トーチを手首に，トーチケーブルを上腕に通す

方式（図 2）
　②溶接トーチを手首に通し，トーチケーブルを上腕に

通さない方式（図 3）
　①の方式では，溶接トーチを手首に，トーチケーブル
を上腕に通すことで溶接対象物との干渉が従来機に比べ
大幅に低減する。②の方式では，シングル／タンデムト
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＊1 溶接事業部門　技術センター　溶接システム部　＊2 技術開発本部　生産システム研究所

ケーブル内蔵溶接ロボット「ARCMANTM-GS」

Built-in Cable Type Welding Robot "ARCMANTM-GS"

This paper describes the features of the "ARCMANTM-GS", a welding robot having built-in cables. The robot 
was launched to the market in September 2011. To reach deep inside hollow workpieces, the robot has a 
sufficient motion range especially for an overhead-suspended system and has the torch-integrated arm that is 
suitable for teaching. These features make the "ARCMANTM-GS" a more versatile machine, enabling welding 
of various workpieces, improving the customers' production. The robot is expected to be sold worldwide.
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図 1  ARCMAN-GSの外観 1）

Fig. 1  Appearance of ARCMAN-GS1）



ーチの自動交換など，複数の溶接トーチ・トーチケーブ
ルを持替える場合，手首周りの干渉低減に有効である。
　図 4は，建設機械の溶接対象物に対して従来機
ARCMAN-SRがアプローチする様子である。溶接対象物
の狭隘（きょうあい）箇所にアプローチする際，溶接対
象物とトーチが干渉することや，トーチケーブルが溶接
対象物に絡みつくなどの問題がある。この例は，送給装
置から伸びたトーチケーブルが溶接対象物内面に接触す
る寸前の状態である。①のトーチケーブル内蔵方式を採
用することにより，トーチケーブルが溶接対象物との干
渉を回避できることがわかる。したがって，ロボット動
作の教示も容易になり，パソコンでのオフライン教示に
も適している。
　後述のシングル／タンデムトーチの自動交換など，ト
ーチケーブルを上腕に内蔵できない場合には②のトーチ
ケーブルを上腕に通さない方式を採用する。この場合で
も溶接トーチは，ロボットの軸構成（図 5）におけるS6
軸中心を通りロボットから張出すことがないため，溶接
対象物の狭隘箇所深くに溶接トーチが入り込んで溶接す

る際も，溶接対象物との干渉を少なくすることができ
る。
　このようなトーチケーブル内蔵を実現するために従来
機とは異なる新しい手首構造を開発した。
1．2　新しい手首構造

　ARCMAN-GSの手首構造は，上腕にトーチケーブルを
内蔵すること，さらにシングル／タンデムトーチの自動
交換を考慮して上腕のS4軸に対して左右非対称構造（片
持ち）とした（図 6）。従来機（ARCMAN-MP他）は，ト
ーチケーブルが非内蔵となっており，S4軸に対して左
右対称の構造である（図 7）。
　トーチケーブルを内蔵しながらも手首構造をスリム化
するため，S5軸およびS6軸のタイミングベルトを交差
して配置し，新たなゼロバックラッシギヤ構造を採用す
るなど従来機とは全く異なる配置とした（図 8）。
　溶接トーチおよびトーチケーブルを内蔵することで手
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図 4  ARCMAN-SRの建設機械への施工状況
Fig. 4 Working condition of ARCMAN-SR approaching to construction 

machinery

図 3  トーチケーブルを上腕に通さない方式
Fig. 3  Torch-integrated wrist axis type

図 2  トーチケーブルを上腕に通す方式
Fig. 2  Upper arm with built-in torch cable type

図 7  従来機（ARCMAN-MP）の左右対称構造手首
Fig. 7  Symmetrical wrist of conventional robot (ARCMAN-MP)

図 6  ARCMAN-GS の左右非対称構造（片持ち）手首
Fig. 6  Asymmetrical wrist of ARCMAN-GS

図 5  各軸のトルク
Fig. 5  Torque of each axis



首先端に突出する部分がなく，トーチケーブルの絡まり
や溶接対象物との干渉が生じにくい構造を実現した。
1．3　シングル／タンデム溶接トーチ自動交換（ツール

チェンジ）

　ARCMANシリーズの特長として，中厚板溶接での溶
接効率を高めるタンデム溶接（2 電極溶接）がある。
ARCMAN-GSではタンデムトーチをS6軸中心に内蔵する
ことが可能である。トーチケーブル内蔵ロボットの特長
を生かし，従来では不可能であった狭隘箇所でのタンデ
ム溶接の適用率が向上する。また，ARCMAN-GS専用の
ツールチェンジと組合せることで，溶接工程内でシング
ル／タンデムトーチの自動交換ができ，溶接対象物形状
や継手形状によって溶接トーチを使い分けることができ
る（図 9）。
　図10は，シングルトーチを自動交換する動作を示す。
シングルトーチを置き台に固定し，トーチ先端側からロ
ボットのS6軸を挿入させて溶接トーチの着脱動作を行
う。これにより，最適な溶接トーチに自動交換すること
で適用率を最大限まで向上させることができる。
1．4　S3軸の逆エルボ

　ロボットアームの上腕がロボット後方まで折れ曲がる
姿勢を「逆エルボ姿勢」と呼ぶ。溶接対象物の大きな中
厚板溶接に適した天吊りシステムでロボットが上方から
アプローチするとき，逆エルボ姿勢によって従来よりも
大きな動作範囲を得ることができる。　
　図11にARCMAN-GSと従来機（ARCMAN-MP）の天吊
り姿勢での動作範囲を比較する。赤色で示すロボット後
方の溶接可能範囲が，従来機に比較して40％拡大してい
る。ARCMAN-GSでは逆エルボ姿勢をとることが可能な
ため，アームサイズがARCMAN-MPと同クラスでありな
がら，天吊りでの動作範囲を大きくすることができる。
　図12は天吊りでの溶接対象物へのアプローチの例で
ある。逆エルボ姿勢が取れることにより，同じ溶接位置
にアプローチする場合でも，溶接対象物の形状を考慮
し，干渉を回避する姿勢を取ることが可能である。従来
であれば，干渉を回避するために移動装置（ロボット自
体を移動させる架台）でロボットをいったん遠ざけて溶
接対象物との干渉を回避していた。しかしARCMAN-GS
では，移動装置を動かすことなくロボットの動作だけで
干渉回避でき，移動装置のストロークが短くできる。こ
の事例のように，システム全体の省スペース化・軽量化
の可能性が広がった。

2．新制御技術の開発

　ARCMAN-GSはこれまでのARCMANシリーズとは異
なる「非対称の手首構造」を有する。そのため，中厚板
分野の溶接ロボットにとって重要な性能（ウィービング
精度，センシング精度など）をこれまでと同等もしくは
それ以上を実現するためには，次の新たな制御技術の開
発が必要であった。
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図 8  手首構造
Fig. 8  Wrist structure

図 9  左：シングルトーチ，右：タンデムトーチ
Fig. 9  Single torch (left) and tandem torch (right)

図11  動作範囲比較
Fig.11  Comparison of working area

図12  左：逆エルボ姿勢　右：従来姿勢
Fig.12  Reverse posture (left) and conventional posture (right) 

図10  シングルトーチの自動交換動作
Fig.10  Automatic exchange operation of single torch



　①全軸フィードフォワード完全モデル
　②全軸ひずみ予測制御
　③新ガタ補償
　④新クーロン摩擦補償
　⑤新加減速波形
　本稿では紙面の都合上，上記①，②のみを取上げて説
明する。
2．1　全軸フィードフォワード完全モデル

　ロボットの関節を剛体と仮定すれば，一般的な運動方
程式は次のように記述できる。
　　｛JM＋JL（θM）｝θ

‥
M＋（BM＋BL）θ

・
M＋C（θ

・
M，θM）＋F＝τ  …（1）

ここに， θM ：モータ位置
 JM， JL（θM） ：モータ慣性，負荷側慣性
　　　　　BM， BL ：モータ粘性摩擦係数，負荷側粘性摩

擦係数
 C（θ

・
M，θM） ：遠心，コリオリ力，重力

　　　　　　  F ：外力
　　　　　　  τ ：モータトルク
　式（1）は一軸のみの一般的な式であり，従来は式（2）
で示すとおり，ロボット先端位置に大きく影響を与える
軸は主軸（S1軸～S3軸）のみと考えられた。ARCMAN-
GSでは，手首構造の大形化および左右非対称な上腕の
構造により手首軸（S4軸～S6軸）もロボット先端位置に
大きな影響を与えることがわかった。このため式（2）を
拡張し，全軸考慮したモデルを新たに開発した（式（3））。
　式（3）を用いて動作時にあらかじめ必要なトルクを計
算し，制御系にフィードフォワードとして加算すること
で高い位置追従精度を実現できた。当初導出したモデル
式は約 2 万回の演算量であり，ロボットコントローラへ
の実装が困難なレベルであった。しかし，数式の実機検
証を重ねることによって演算量を当初の20分の 1 にまで
低減でき，コントローラへの実装が可能な計算量となっ
た。
（1）従来の制御則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  …（2）
　　 　　　
（2）新制御則

　　 

 　　　　　　　　　
  …………………………（3）

　全軸動作時の先端（S6軸）でのトルク推定結果を図13，
図14に示す。既存の制御技術をARCMAN-GSに採用した
場合，トルクの推定値とフィードバックトルクに誤差が
生じたが（図13），新制御技術を採用することでトルクを
正確に推定できていることが確認できる（図14）。この正
確なトルク推定値をフィードフォワードとして制御系に
加算することで高い位置追従精度を実現した。
2．2　全軸ひずみ予測制御

　ARCMAN-GSでは，前述した手首部の重量化および複
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雑化による手首部のひずみの影響により，ロボット先端
のウィービング精度の確保が困難であった。このため，
ひずみ予測制御を従来の 3 軸から 6 軸（式（4））にまで
拡張することにより，必要なウィービング精度を確保す
ることができた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ………………（4）

　　 
ここに，K：バネ定数
　上記モデルを用いることにより，ロボットアームなど
のひずみを予測でき，ARCMAN-GSにおいても所望のロ
ボット先端軌跡に追従させることが可能となった 2）。予
測例を図15に示す。横軸はロボット先端の X 方向の座
標，縦軸は Z 方向の座標を示す（図 5 参照）。斜め45度
でロボット先端を動作させることを目標としたとき，ひ
ずみを予測した目標軌跡は緑色の実線となる。この緑色
の軌跡を目標軌跡としてロボットを動作させると，実際
の軌跡は青色の実線のように目標とした斜め 45 度で動作
した。つまり，ひずみを正確に予測できていることがわ
かる。
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図13  既存制御でのトルク推定結果（S6軸）
Fig.13  Estimated torque with existing control (Axis6)

図14  新制御でのトルク推定結果（S6軸）
Fig.14  Estimated torque with new control（Axis6）



 

むすび＝ARCMAN-GSの開発では，新たな機械技術と新
たな制御技術を融合させることで世界最高レベルのロボ
ットを作り上げることができた。
　今後は，本開発で得た経験を生かしてロボット技術を
向上させ，高性能ロボットの開発に努めていく所存であ
る。
　
参　考　文　献
 1 ） 湊　達治．技術ガイド　技術レポート．2011-9, Vol.51, p.1-6.
 2 ） 西田吉晴ほか．中厚板向けアーク溶接ロボットの動作制御．

計測と制御．2012, Vol.51, No.9.
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図15  新制御での予測結果
Fig.15  Prediction result with new control



まえがき＝ティーチングプレイバック方式のロボットを
動作させるには教示プログラムが必要であり，実機のロ
ボットを使用した教示作業によって作成することが一般
的である。しかし，実機を使用した教示作業は生産ライ
ンを使用する必要があり，この間のライン停止による生
産性の低下を招くため，実機を使用しない教示方法が望
まれている。この解決手段として，コンピュータを使用
したオフライン教示システムがよく使われている。
　当社では溶接ロボット用のオフライン教示システムと
してK-OTS（KOBELCO Off-line Teaching System）を実
用化しており，本誌既刊号1）にてこの標準機能や教示の
自動化について解説した。
　その後，ロボットの機能はさらに向上しており，溶接
の開先姿勢を常に下向に保ち高品質な溶接を可能にする
ポジショナ連動機能や高能率溶接を可能にするタンデム
溶接機能，豊富なセンシング機能の組合せなどでさらに
高度な溶接ソリューションを提供してきた。これに伴い
ロボットの教示作業はより複雑になり，教示作業者には
高いレベルの技量が要求されるようになった。
　当社の溶接ロボット事業では，教示作業までを請負う
ロボットシステムの受注が多く，専任の熟練者がこの作
業に従事している。しかし，ここ数年の海外事業展開の
急拡大により教示作業を含む案件が急増し，この作業を
熟練者だけに頼ることが困難になってきた。
　また，国内では急激な円高に多くの製造業が苦慮して
おり，とくに多品種少量生産分野では，製品の寸法や取
付位置が頻繁に変わり，そのたびに教示作業が必要とな
るため，ロボット導入によるコストダウン効果が十分に
発揮できていない。
　これらの問題の解決手段として，当社ではK-OTSをベ
ースとした自動教示機能を提案している。前者の課題に
対しては，熟練者と同レベルの教示プログラムを容易に

作成できるように，教示作業を対話式に支援する「パス
生成機能」が効果的である。また，後者の課題に対して
は，ロボット導入効果を最大限に発揮させるための教示
時間短縮方法として，部品化した教示プログラムを製品
形状に応じて再配置する「自動プログラミング機能」が
効果的である。
　本稿では，これら教示作業を効率化する二つの自動教
示機能について紹介する。

1．溶接ロボットのオフライン教示

1．1　オフライン教示作業の概要

　当社のオフライン教示システムK-OTSは，教示作業の
能率向上を意識した設計としており，視認性に優れた見
やすい画面，および直感的な操作性を重視したところに
特徴がある（図 1）。
　このK-OTSの自動教示機能である「パス生成機能」お
よび「自動プログラミング機能」を利用したオフライン
教示の作業手順を以下に説明する（図 2）。
　まず，教示作業の事前準備として，ワークのモデリン
グと，これを含んだロボットシステムのレイアウト注）を
作成するとともに，溶接部位や脚長などの溶接作業情報
を入手しておくことが必要である。
　オフライン教示作業では，1 ）溶接作業情報にしたが
って溶接線を入力し，2 ）自動教示機能にて教示プログ
ラムを自動生成し，3 ）動作シミュレーションにて干渉
や経路の確認を行い，4 ）必要に応じてマニュアル操作
による編集作業を行って，プログラムを完成させる。
　実機ロボットシステムとの差異がなければ，オフライ
ン教示で作成されたプログラムはそのまま利用できる
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が，生産設備導入時は実機ロボットシステムの据付情報
がレイアウトに反映されていないことが多く，プログラ
ムを実システムに一致させる調整作業が必要となる。
　実機ロボットのプログラム確認作業では，生産設備導
入時のシステム動作確認も兼ねて溶接作業まで確認する
ことが多い。
1．2　3次元CADのワーク形状データ利用

　K-OTS の自動教示機能によってワーク位置決め，さら
に溶接姿勢の決定や干渉チェックを自動的に行うには，
ソリッドモデルのワーク形状データが必要である。
　一方，最近の製造業では製品設計用に 3 次元CADの導
入が進んでいる。そして，ロボットシステムの引合い検
討時からワーク形状データを客先CADから支給される
ケースも多くなり，オフライン教示でこれを利用しやす
くなってきた。
　また，3 次元CADが利用できない場合においても，K-
OTSのCAD機能を用いれば，ワークのモデリング作成を
容易に行える。
1．3　溶接線の入力

　K-OTSでの自動教示には溶接線の入力が必要である。

K-OTSでは，溶接線を特定するワーク部材の 2 面を指定
することによって溶接線を自動抽出する。また，ポジシ
ョナ連動機能を用いた複数部材の連続溶接ができるよう
に，複数部材間にまたがる溶接線の抽出や，曲げ板の曲
面や円弧の認識も行う（図 3）。
　曲げ板を多用しているワークでは，CADデータにお
いて開先内にギャップが生じる場合がある。K-OTSは，
開先部においても高品質な溶接となるように開先面の認
識を適切に行い，溶接線の位置を抽出する（図 4）。
1．4　溶接ロボットのプログラム基本構成

　自動教示機能を利用した教示作業では，実機ティーチ
ング作業と同様に，溶接線単位でプログラムを作成す
る。
　溶接線単位での溶接ロボットのプログラム基本構成
は，溶接位置へ移動する①進入動作，溶接前に溶接位置
を検出する②センシング動作，溶接開始から溶接終了ま
での③溶接作業動作，および溶接終了後に溶接位置から
離れる④退避動作からなる（図 5）。
1．5　プログラムチェックと修正作業

　作成されたプログラムは，コンピュータ内で実機ロボ
ットと同じ制御ロジックで動作するシミュレーション機
能を用いて干渉や経路のチェックを行う。
　ここでワークとの干渉などの問題が見つかれば，マニ
ュアル操作でプログラムを修正する。また，自動教示機
能で設定されないような特殊な命令などを設定する必要
があれば，同様にマニュアル操作で追加設定してプログ
ラムを完成させる。
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図 1  K-OTSの操作画面
������  Operation screen of K-OTS

図 2  オフライン教示の作業手順
������  Operation procedure of off-line teaching

図 4  開先内の溶接線抽出 
������  Extraction of weld line in groove

図 3  溶接線抽出機能 
������  Function of extracting weld line 



2．パス生成機能

　生産設備導入後すぐに生産開始するような垂直立上げ
にオフライン教示を利用する場合には，参考にできる実
績のあるプログラムがないため，対話式のパス生成機能
を利用した教示プログラムの新規作成が効率的である。
　このパス生成機能では，従来機能を一新し，溶接部位
の溶接姿勢を基準とする熟練者の思考パターンに沿った
操作手順に従うとともに，彼らの高度な技能を実現する
ための新機能を追加している（図 6）。ここでは，いくつ
かの新機能について紹介する。
2．1　溶接姿勢設定

　パス生成機能の溶接姿勢の設定を以下の手順で行う。
　最初に，下向きや水平すみ肉などの継手の溶接姿勢を
設定すると，溶接線近傍の母材（基準面）および立板（壁）
を認識し自動計算でポジショナ姿勢を決定する。ポジシ
ョナ姿勢が複数解存在する場合は，アルゴリズムが決定
した最適姿勢を第一候補としてグラフィック画面に表示
するが，別解ボタンを押せば別姿勢も選択できる。
　つぎに，トーチ角度を溶接線基準の傾斜角度α，前進
後退角度β，およびツール先端まわり角度γを設定する
（図7）。このγ値は自由度のある軸で，トーチケーブル
の取回しを考慮しながら設定するが，タンデム溶接の場
合は±90°の固定値となる。
　そして，ロボット移動装置がある場合は，この移動装
置の位置の設定が必要である。この位置の決定が容易で
あればマニュアル操作で設定するが，そうでなければロ
ボットアームとワークとの干渉を回避するアルゴリズム
により位置の設定を自動的に行うこともできる。
　これらの設定作業を最初に溶接開始点で行えば，操作
画面にある共通ボタンや前回値参照の自動設定機能によ
り，溶接線を構成する他点の設定を効率よく行うことが
できる。
2．2　ワイヤタッチセンシング動作の設定

　溶接姿勢の設定後は，ワークの特性に応じたワイヤタ
ッチセンシング動作を設定する。この設定では，溶接姿
勢やワイヤ腹当て姿勢などのセンシング姿勢を選択し，
センシング面を指定すれば正確なセンシング動作が自動
的に作成される（図 8）。なお，タンデムトーチでも先行
極や後行極のトーチを任意に切替えたセンシングが可能
である。

　また，センシング点での補正量取得命令の設定と関連
する溶接点への補正量反映命令の設定が自動的に行える
ため，多数のセンシング動作をまとめて連続に行うセン
シングでも補正量命令を適切に設定できる。
2．3　進入・退避動作設定

　タッチセンシング動作の設定後は，進入・退避動作を
設定する。ロボットとワークが干渉しない待機姿勢を設
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図 5  溶接ロボットのプログラム基本構造
������  Basic structure of welding robot program

図 6  パス生成機能の操作手順
������  Operation procedure of path-creation function

図 7  溶接姿勢とトーチ角度
������  Welding position and torch angle

図 8  センシング動作の設定
������  Setting of sensing motion



定すると，この姿勢と溶接位置との区間を補間するよう
に進入動作と退避動作が自動的に作成される。
　また，溶接姿勢は問題なくても，溶接箇所が狭隘（き
ょうあい）部にあって進入や退避動作でロボットとワー
クとの干渉発生が予測される場合，周囲環境との距離に
基づいて回避の方向・姿勢を探索する干渉回避機能を利
用する。これにより，干渉のない動作を自動作成するこ
ともできる（図 9）。
2．4　命令パターンの自動設定

　熟練者の作成するプログラムには，プログラム最初の
教示点，最後の教示点，センシング点，溶接開始点，溶
接終了点などの特定の教示点で，溶接命令やセンシング
命令以外の規則的に設定される命令パターンがある。
　パス生成機能では，これらの命令パターンを登録すれ
ば，動作の自動作成時にこれらを所定の教示点に自動設
定することができる。
2．5　パス生成機能の効果

　ある受注案件を対象にパス生成機能を試用したときの
教示作業時間と実機ティーチングでの教示作業時間との
比較例を図10に示す。これには事前準備の時間を含め
ていないが，実機のものと比較して作業全体で約25％短
縮でき，ラインの停止時間を約70％短縮できた。

　また，熟練者のプログラムと同様のものが得られたこ
とから，パス生成機能を利用することで，熟練者不足の
解消とともにプログラム品質安定の効果も得られる。

3．自動プログラミング機能

　多品種少量生産分野へのロボット導入には，生産ライ
ン稼働後に頻繁に発生する対象ワーク変更に伴う教示作
業時間の短縮が必須である。先に紹介した対話式のパス
生成機能では，実機ティーチングより教示作業時間を短
縮できるが，対話操作を多く伴うため短縮効果が十分と
はいえず，多品種少量生産で導入効果を出すのは難し
い。
　そこで，寸法が異なるが類似形状が多く同じような部
品が異なる位置にあるようなワークの場合には，K-OTS
の自動プログラミング機能が教示作業時間の短縮に効果
を発揮する。
　この機能は，工作機械や特殊車両などの業種に導入さ
れた溶接ロボットで利用されている。
3．1　マスタプログラム方式の自動プログラミング

　K-OTSの自動プログラミング機能は，部品ごとに実績
のあるプログラムを基本構成単位で分割して登録し，こ
れらを伸縮・移動・回転・結合して，ワークの形状に合
うよう再配置して新たなプログラムを自動作成する。
　この実績のあるプログラムをマスタプログラムと呼
び，これらを元に作成したプログラムは既に実績のある
ものとして，実機ロボットでの確認作業を省ける利点が
ある。
3．2　溶接ウィザード機能

　自動プログラミング機能では，対象ワークの全溶接線
を一括して管理および編集操作のできる溶接ウィザード
機能を用いる（図11）。
　この機能では，溶接線単位でマスタプログラムのパタ
ーン指定やプログラム番号設定を行う。さらに，ワーク
全体を統括する親プログラムと溶接線単位の子プログラ
ムの階層関係の設定，およびワイヤカッタやノズル清掃
などの周辺機器作業の設定を行い，対象ワークの全プロ
グラムを一気に作成する。
　作成後は，この画面から動作シミュレーションでのチ
ェック作業をシームレスに行うことができ，ワーク全体
のプログラム完成までの作業をスムーズに行える。
3．3　タック溶接パターン

　自動プログラミング機能では，主力の厚板溶接だけで
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図10  作業時間の比較
������  Comparison of teaching time

図 9  狭隘部での干渉回避軌跡の作成
������  Creation of collision avoidance motion in narrow space

図11  溶接ウィザード機能での自動プログラミング
������  Automatic programming by Weld-wizard function



なく中薄板溶接への適用も考慮してタック溶接（断続溶
接）の標準パターンを 3 種類用意している（図12）。こ
れらのパターンは一般的に使用されるタック溶接をほと
んど網羅している。
3．4　溶接データの再利用

　ワークに多数の溶接線がある場合は，1 溶接線あたり
の設定作業時間が短くてもワーク全体ではかなりの時間
を要してしまう。そこで，一度設定した溶接データを再
利用して作業時間を短縮できる機能も用意した（図13）。
　準備作業としてまず，類似形状ワークの代表となる基
本ワークを選び，溶接ウィザード機能でプログラム作成
まで完了させておく。
　そして，新たな類似形状ワークのプログラム作成時に
は，CADからのワーク形状データに加えて，溶接線の位
置および基本ワーク中の参照溶接データを選定すること
により，溶接ウィザード機能で溶接線の溶接データを自
動的に作成する。
　この後，類似形状ワークに追加された溶接線や変更と
なる設定のみを溶接ウィザード機能で追加・変更するこ
とにより，新たな類似形状ワークのプログラム作成を短
時間で行える。
　この機能により，教示済みワークが増えれば増えるほ
ど教示作業にかかる時間を減少させることができる。
3．5　自動プログラミング機能の効果

　自動プログラミング機能は，実績のある教示プログラ
ムを部品化したマスタプログラム方式であるため，実機
での確認作業が不要となり，教示時間の短縮を可能にし
た。その結果，教示作業に関わる時間やコストを低減
し，類似形状ワークを対象とした多品種少量生産分野へ
の溶接ロボット導入を促進することが可能と考える。
 

むすび＝オフライン教示システムは生産ライン停止時間
低減の効果が認知されたことから，今では多数導入され
ている。その一方で，ロボットの溶接機能の高度化に伴
って教示作業が複雑となり，教示作業の効率化が従前の
オフライン教示システムでは不十分な面もあった。
　しかしながら近年，製品設計用に 3 次元CADが普及す
るようになり，K-OTSの自動教示技術も向上してきたた
め，教示作業の効率化にさらなる効果が発揮できるよう
になってきた。
　また，K-OTSはプログラム品質安定の効果も得られる
とともに，実機ロボットを使用した高所での教示作業の
回避などの安全面でも評価されている。
　今後ますますオフライン教示システムが利用されてい
くものと期待しており，将来の製造業発展の一翼を担う
べくユーザの要望に応えていく。
　
参　考　文　献
 1 ） 原　督ほか．R&D 神戸製鋼技報．2004, Vol.54, No.2, p.96.
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図12  タック溶接パターン例
������  Example of tack welding pattern

図13  溶接データの再利用
������  Reuse of weld data set in Weld-wizard



まえがき＝生産現場においては近年，問題の抽出や作業
の効率化を行うために，生産の「見える化」が求められ
ている。そこで当社では，溶接ロボットシステムの「見
える化」を可能とし，安定生産の維持を支援するシステ
ムAP-SUPPORTを開発した。
　溶接ロボットシステムでは生産台数やアーク発生率な
どの目標値を設定し，システム仕様が決定される。つい
で，システムの据付，教示作業を行い，生産を開始する。
溶接ロボットシステムの使用者は生産状態を常に把握
し，目標が達成できていない場合は問題点を特定し，改
善作業を行っている。しかし，チョコ停や溶接不良，機
器の故障などによって生産が阻害された場合，それらの
トラブルを解消するための原因の追究には相当の時間と
労力を要している。
　本稿では，このような生産における主なトラブル，お
よびそのトラブルを解決するための原因追究に有用な安
定生産支援システムの機能と活用例について述べる。

1．安定生産を維持するための課題1）

　安定生産を阻害する主なトラブル事象としては，チョ
コ停や溶接不良，消耗品・機器の故障，サイクルタイム
が長くなることが挙げられる。これらのトラブルは発生
したときの情報を正確に把握することが困難なため，容
易に原因を絞り込めない。例えば，タッチセンシングが
正常にできずチョコ停になった場合，ワークのずれが大
きいことや教示位置の不正，ワークに絶縁物があって接
触検知できなかったことなど様々な原因が考えられる。
また溶接不良においても溶接条件の誤設定，チップやケ
ーブルの消耗などが原因として考えられる。
　このようなトラブル発生時の情報を漏れなく取得する
には，情報を常に収集しておく必要がある。実際，生産

現場では以下の作業を行って問題を抽出し，改善を行っ
ている。
　１）稼動時間やアーク発生率などの情報をロボットコ

ントローラから定期的に取得する。また，溶接電
源の電流値や電圧値を確認する。

　２）取得した情報から生産時間やアーク発生率の変
化，チョコ停の発生頻度を解析し，評価する。

　３）問題があれば，その要因をさらに掘下げ，現物を
確認しながら原因を特定し，改善する。

　４）改善作業完了後，改めて１）および２）を行い，
改善結果を確認する。

　しかしながら，これらの作業を日々実施するには手間
と時間を要すため，問題がしばらく放置されている場合
もある。このため生産現場からは，アーク発生率など生
産管理データを簡単に集計でき，問題発生時の情報を正
確かつ容易に把握することを望まれている。こうした要
望に答えるため，当社では安定生産を支援するシステム
AP-SUPPORTを開発した。

2．AP-SUPPORTTM 注）システム2），3）

　AP-SUPPORTシステムは，ネットワーク接続したロボ
ットコントローラおよび溶接電源から生産情報や溶接情
報などの大量データを収集・保存する（図 1）。またその
データを用い，アーク発生率などの生産管理や，チョコ
停あるいは溶接不良を解析し，トラブルの解消を効率的
に実施することを支援する。
　生産に関する支援を行う生産モニタ機能の詳細を 3 章
で，また，溶接に関する支援を行うアークモニタ機能を
4 章で述べる。
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3．生産モニタ機能

　生産モニタ機能は生産管理やチョコ停改善を支援する
機能である。生産モニタ機能には生産情報をレポートと
して出力する機能と，教示データの変更を管理する機能
がある。
3．1　レポート出力機能

　レポート出力機能は一箇月分の生産管理情報を自動で
解析し，表形式に整理してファイルに出力する機能であ
る。出力結果を図2に示す。出力内容は生産管理に必要
な情報と，チョコ停の改善作業に必要な情報である。
　上段のグラフは生産管理情報をグラフ化したものであ
る。アーク発生時間やエアカット時間，エラー停止時間
などを色分けして 1 日ごとの棒グラフで表し，チョコ停
回数を折れ線グラフで表している。このグラフからアー
ク時間などの目標達成度合いを簡単に確認でき，異常状
態の変化点を捉えることができる。
　中段のグラフは，ロボットの稼動プログラム番号（ワ
ーク）ごとの稼動時間，アーク時間，エラー停止時間，
センシング時間などの内訳や生産台数，エラー回数をグ
ラフ表示し，さらにアーク発生率や稼動率を数値表示し
ている。これにより，生産時に問題のあるワーク種類を
容易に特定することができる。
　下段の表はチョコ停情報を整理したものである。チョ
コ停の発生箇所ごとに発生回数が多い順にまとめ，発生
箇所を示す教示データの情報（プログラム番号，ステッ
プ番号）とエラー内容を表示している。この情報からチ
ョコ停の多い箇所の洗い出しが容易となり，多い順に教
示データを修正するなどの対策を行うことによって効率
的に改善作業が実施できる。
　また，より詳細な解析を行うための情報として，セン
シング回数やセンシング補正量，タイマ待ち時間なども
レポートとして出力する機能もある。センシング補正量
が小さい場合にはセンシング命令を削除する判断がで
き，サイクルタイムの短縮が実現できる。
　このようにレポート出力機能は，これまで作業者が手
作業で情報を取得し，解析していた作業を自動化するこ
とにより，生産状態の正確な把握や生産改善を支援す
る。
3．2　教示データ管理機能

　安定生産を行っていた溶接ロボットシステムに突然の

異常動作や溶接不良が発生したときは，教示データの設
定を作業者が誤って変更したことが原因となっている場
合がある。しかし，複数人の作業者が教示データを変更
した場合や，変更を行ってかなりの時間が経った後でト
ラブルが発覚した場合などでは変更を正確に把握でき
ず，原因を特定するまでに時間を要することがある。
　この問題を解決するための機能が教示データ管理機能
である。この機能は，教示データを定期的に取得し，い
つ，どのデータが変更されたかを管理することができる
（図3）。また変更前のデータを保存しているため，当社
教示データ編集ソフトウェアTBOX2.EXEと組合せるこ
とで，変更前のデータに戻すことや変更内容を確認する
ことができる。

4．アークモニタ機能

　アークモニタは，溶接電流，溶接電圧，ウィービング
幅，入熱量，溶接速度，ワイヤ送給速度（ワイヤ送給装
置のモータ回転速度から算出），ワイヤ送給負荷（ワイヤ
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図 1  AP-SUPPORT のシステム構成
������  The AP-SUPPORT system configuration

図 3  ロボットデータの変更管理
������  Change management of robot data

図 2  生産レポート
������  Production report



送給装置のモータ電流から算出），センシング補正量，お
よびアークセンサ補正量を溶接データとして取得し，脚
長不足やアーク不安定，溶接線ずれなどの溶接トラブル
の解決を支援する（図 4）。アークモニタには取得したデ
ータをグラフ表示する機能と，溶接不良を捉えるアラー
ム検出機能がある。
4．1　溶接データの表示

　取得した溶接データ，例えばロボットコントローラで
指令した電流の設定値（以下，設定電流という）および
溶接電源からの電流フィードバック値（以下，FB電流と
いう）は，溶接線ごとにグラフ表示できる（図 5）。図 5
ではそれらの電流値を縦軸，時間およびロボット位置情
報（ステップ番号）を横軸にグラフ表示している。また，
グラフの上部にはどの溶接線の溶接データかを示す教示
データの情報を表示している。
　溶接データは全てAP-SUPPORTシステムに保存され
ており，現在溶接中のデータだけでなく，過去の溶接デ
ータもグラフ表示することができる。
4．2　アークモニタ活用例 4）

　アークモニタでは全ての溶接データを確認することが
できるため，これらのデータから溶接トラブルの原因が
究明されることが期待できる。以下に，アーク不安定と
なった場合の溶接データから原因を探る二つの実験を紹
介する。

4．2．1　ワイヤ送給不良

　アーク不安定となる原因の一つとしてワイヤ送給不良
が挙げられる。ワイヤ送給不良はワイヤ送給経路に問題
がある場合が多く，コンジットケーブルの摩耗や曲がり
が大きいことによってワイヤの送り量の不足や変動が発
生し，アーク不安定となることがある。この現象を確認
するため，ワイヤ矯正器の矯正を意図的に強くして送給
に負荷を与えた場合と与えない場合とでビードオンプレ
ート溶接を行い，アークモニタの波形を比較した。実験
時の溶接条件を表1に示す。図6および図7はそれぞれ，
負荷を与えない正常時の場合，および負荷を与えた異常
時の場合の溶接電流，電圧およびワイヤ送給速度，負荷
の波形である。
　正常時と比較すると，異常時は溶接電流，電圧に大き
な変動が見られ，アーク不安定状態が明確に捉えられて
いる。また，ワイヤ送給負荷は，意図的に負荷を与えた
ことから正常時に比べて定常的に高い状況にあるなか
で，ワイヤ送給速度は正常時と異常時とで大きな差がな
いことが分かる。このことから，ワイヤ送給負荷の異常
はワイヤ送給モータの異常を直ちに引起すのではなく，
送給ローラ部での滑りを引起すことによってワイヤ送り
量が変動したものと推定できる。このように，アークモ
ニタの溶接データからワイヤ送給不良の現象を捉えるこ
とができる。
4．2．2　チップ摩耗

　チップの摩耗によってアークが不安定となる現象を確
認するため，チップが溶着するまでビードオンプレート
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図 5  溶接電流値のグラフ表示
������  Graph of welding current

図 7  負荷（異常）時の溶接データ
������  Waveform with loading (in abnormal condition)

図 6  無負荷（正常）時の溶接データ
������  Waveform without loading (in normal condition)

表 1  溶接条件（ワイヤ送給不良）
���������Welding condition (in defectiveness state of wire feed)

図 4  溶接情報とトラブルの関係
������  Welding information and troubles



溶接を行った。実験時の溶接条件を表2に示す。図8は
チップが溶着する約10分前からの溶接電流，電圧とワイ
ヤ送給速度，負荷の波形である。
　図 7（負荷時）ではワイヤ送給負荷が定常的に高いのに
対し，図 8 では比較的低負荷な状態のなかで大きく変動
している。これは，チップ摩耗によってチップ内面とワ
イヤの接触抵抗が増加することによって互いに微小溶着
を起こし，一時的に送給負荷が高くなったためと推定さ
れる。一方で，ワイヤ送給速度には大きな変動は見られ
ないことからワイヤ送給モータは異常を起こしていない
と推定でき，チップの摩耗現象を捉えているといえる。
4．3　アラーム検出機能

　前述のように，溶接データから異常を捉えることがで
きるが，生産における全ての溶接データを作業者がリア
ルタイムに確認することはできない。そこでアークモニ
タには，溶接データを自動でチェックするアラーム検出
機能を具備させている。この機能は，取得したデータを
リアルタイムでチェックし，アラームとして履歴に残す
機能である。アラームを検出する方法は，設定値比較と
基準値比較，絶対値比較の 3 種類あり，異常箇所をグラ
フ上で強調（太線）表示する（図 9）。
4．3．1　設定値比較

　設定値比較は設定電流とFB電流を比較し，その差が

閾（いき）値（��）を一定時間（��）超えた場合にアラ
ームを検出する（図10）。これにより電流が設定のどお
りに出力されているかを確認できる。また電流のほか
に，電圧，溶接速度，ワイヤ送給速度のチェックもでき
る。 
4．3．2　基準値比較

　基準値比較は過去の溶接と現在の溶接を比較し，アラ
ームを検出する機能である。過去の溶接データを基準値
としてあらかじめ登録し，その基準値とFB値を所定時
間（��）の移動平均値で比較し，閾値（��）を超えた場
合にアラームを検出する（図11）。正常時の溶接データ
を基準値として登録しておくことにより，正常データか
らの異常な変化を捉えることができる。また設定値比較
の場合と同様に，電流，電圧，溶接速度，ワイヤ送給速
度のチェックも可能である。
4．3．3　絶対値比較

　設定値比較と異なり，設定値を持たないワイヤ送給負
荷に対して上限値（��）および下限値（��）を設定し，
一定時間（��）で範囲外となった場合にアラームを検出
する（図12）。このチェックによってワイヤ送給負荷が
高くなったことを検出でき，ワイヤ送給性の確認に使用
できる。
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図 9  アラーム検出時のグラフ
������  Graph at the time of alarm detection

図 8  チップ摩耗時の溶接データ
������  Waveform of worn-out tip

図12  絶対値比較
������  Comparison of absolute value 

図11  基準値比較
������  Comparison of standard value

図10  設定値比較
������  Comparison of setting value

表 2  溶接条件（チップ摩耗）
���������Welding condition (Worn-out tip)



むすび＝溶接ロボットシステムの課題と，「見える化」を
可能にして生産改善を支援するシステムAP-SUPPORT
の機能について述べた。
　今後，さらなる機能充実を図ることによって安定生産
の支援を強化し，より一層お客様の生産性向上，溶接品
質向上に役立つシステムを提供していく。
　

参　考　文　献
 1 ） 永田　学ほか．溶接技術．2010, Vol.58, No12, p.56-61.
 2 ） 福永敦史．技術がいど．Vol.51, 2011-3, p.1-6. 
 3 ） 福永敦史．ぼうだより．Vol.470, 2012-8, p.4-5.
 4 ） 永田　学ほか．溶接法ガイドブック 7．（社）溶接学会．2012.
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まえがき＝アーク放電に比べ数十倍のエネルギー密度を
もつレーザ照射は，溶接において高速，深溶込み施工が
可能である。近年，産業用レーザ機器の品質が安定し信
頼性が高まるなか，従来の溶接法と組合せた新たな溶接
が開拓されつつある。とりわけレーザ・アークハイブリ
ッド溶接法は，レーザ溶接とアーク溶接を合せることに
よって，レーザ溶接の高能率性およびアーク溶接の施工
簡易性を併せ持った溶接法として注目を浴び，その効用
や特性について多数の報告がある1），2）。本溶接法におけ
るアーク溶接の種類には，MAG・MIG溶接，TIG溶接，
プラズマ溶接などがある。
　厚板へのレーザ・アークハイブリッド溶接法の適用に
おいては，溶接材料を使用することで溶接時の狙い位置
やギャップなどに対しての裕度の大きいMAG・MIG溶
接との組合せへの関心が高まっている。炭素鋼，ステン
レス鋼，アルミニウム合金について，溶接現象の解析や
溶接金属の組織の研究報告がある3）～ 7）。また，実用化に
おいても，欧州における造船分野への適用 8），9）を始め，
日本国内でも車両 10），造船 11），橋梁 12）の分野への実適用
および適用検討の報告がなされている。総じて，溶接の
高能率化とそれに伴う溶接入熱の減少による溶接ひずみ
の低減がメリットとして挙げられる。
　一方で近年，地球環境の観点から構造物の軽量化が求
められており，高張力鋼の適用による薄板化が進み，レ
ーザ溶接のみ，またはレーザ・アークハイブリッド溶接
による 1 層 1 パス溶接が可能な板厚の部材の採用が増え
てきている。さらに，橋梁，建設機械などに使用される
HT780鋼へのレーザ・アークハイブリッド溶接の需要も
広がってきている。
　しかしながら，HT780鋼クラスのレーザ・アークハイ

ブリッド溶接法については，TIG溶接 13）およびMAG溶
接 14）にかかわらず，詳細に検討した報告はまだ少ない。
　そこで，HT780鋼に対するレーザ溶接とMAG溶接を用
いたレーザ・アークハイブリッド溶接の施工条件および
溶接材料について検討したので報告する。

1．実験方法

1．1　試験条件

1．1．1　供試材料

　供試鋼板は780MPa級鋼で板厚 6 mmの平板を，MAG
溶接用のワイヤにはHT490からHT780クラスの 6 種類を
用いた。供試鋼板の化学成分を表 1に，使用した溶接ワ
イヤのそれを表 2に示す。
1．1．2　溶接条件

　図 1に示すレーザ・アークハイブリッド溶接機（ロボ
ット搭載型自動溶接システム）を用いて溶接を行った。
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HT780鋼のレーザ・アークハイブリッド溶接に関する検討

Research on Laser-arc Hybrid Welding of HT780 Steel

Nowadays, the demand for laser-arc hybrid welding of HT780 steel has been expanding in the fields of 
bridge construction and industrial machinery fabrication. Taking this trend into account, we have researched 
suitable welding parameters and consumables for the hybrid welding process that couples laser beam and 
MAG arc for joining HT780 steel plates. As a result, the following welding parameters have been proven to 
be most appropriate for better root-gap tolerance and lower spatter: MAG arc for leading (kept at a right 
angle)/laser for trailing (kept at a push angle); a laser-arc distance of 3-5mm; a laser beam focus position of 
± 0 mm; and shielding gas of Ar-20％CO2. As to the welding wire for laser-arc hybrid welding of HT780 
steel, the HT590-class MAG arc welding wire of Cr-Mo-Ti type with a small amount of titanium has been 
revealed to be suitable for obtaining sufficient weld metal tensile strength and toughness.
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表 1  供試鋼板の化学成分
���������Chemical composition of tested steel plate

表 2  溶接ワイヤ
���������Welding wires used



レーザ源は，ファイバー（媒質Si，励起元素Yb）レーザ
発振器（最大出力：4.0kW，焦点距離：250mm，焦点ス
ポット径：0.3mm，波長：1070nm）を使用した。MAG
溶接機の種類は，デジタルインバータ制御式（定格出力
電流：350A）で直流パルスモードを用い，一部直流でパ
ルスなしの条件も使用した。レーザの焦点位置はレーザ
ビームが照射される部材表面を基準とし，レーザ発信器
のレンズ側をプラス，その反対側をマイナスとした。ま
た，シールドガスはMAGトーチノズルから流量20L/min
で供給した。板厚 6 mmで溶接条件はレーザ出力2.5kW，
溶接速度 1 m/min，溶接電流280A，アーク電圧28Vであ
る。溶接継手は I 形突合せ（裏当て材なし）とし，必要
に応じてスペーサを挟みギャップを 1 mm もしくは 5 
mm 空けた。
　施工条件の検討として，溶接ワイヤW1を用いて，レー
ザ照射位置とMAGトーチの配置，レーザ先行かアーク
先行か，レーザ／アーク間距離やMAG溶接のパルスの
有無などを変えて溶接を行った。レーザとMAG溶接の
配置を図 2に示す。レーザを垂直にしてMAGトーチを
25度傾けた場合（配置 A）およびMAGトーチを垂直にし
てレーザを25度傾けた場合（配置 B）の 2 種類の配置と
し，それぞれの配置においてレーザ先行（WD1，WD3）
またはMAG先行（WD2，WD4）で溶接を行った。本検
討において採用した溶接施工条件を表 3に示す。
　また，溶接材料の検討にあたっては，溶接方向WD1
〔レーザ先行／MAG後行（前進角）〕，デフォーカス＋ 7 
mm，レーザ／アーク間距離3 mmで6種類の溶接ワイヤ
（W1～W6）を用いて溶接を行った（表 4）。さらに，シ
ールドガスの影響を調べるため， Ar，Ar－ 2 ％O2，Ar
－20％CO2を使用して溶接ワイヤW3による溶接を行っ

た。溶接材料検討の場合の継手は，板厚6 mmの同厚I形
突合せでギャップは 1 mmとした。
1．2　調査項目

1．2．1　耐ギャップ性

　レーザ・アークハイブリッド溶接では，溶接条件（と
くに，レーザとアークの配置）を選定する上で重要であ
ることから耐ギャップ性の調査を行った。耐ギャップ性
調査における溶接試験体は，溶接開始から45mm の間は
ギャップ 0 mm，45mm 地点から徐々にギャップを大き
くして200mm 先の終端部で 5 mm となるように加工・セ
ットした板厚 6 mm の I 型開先継手である（図 3）。調査
にあたっては，良好な溶接ビードが形成するか否かを裏
波ビードだけで判断することとし（図 4），表側ビードが
アンダーフィルになっているか否かは無視した。最大ギ
ャップは図4に示したGap2であり，最小ギャップは裏ビ
ードが出始める Gap1 とした。
1．2．2　溶接作業性

　溶接作業性のなかでは，スパッタ発生量に注目する必
要がある。そこで，耐ギャップ性調査と同様の条件
（表 3 ）によって板厚 6 mm でビードオンプレート溶接
を行い，それぞれの溶接条件での発生したスパッタを捕
集・計測した。溶接作業性の調査においては，ワイヤ送
給量（ここでは50gとした）に対するスパッタ率（％）
を比較することにした。例えば，溶接速度 1 m/min，ワ
イ ヤ径1.2mm，ワ イ ヤ 送 給 速度9.3m/min，溶 接 長約
600mm（ワイヤ送給量50g）の溶接を行い，捕集したス
パッタ量が0.1785gの場合のスパッタ率は0.36％となる。
1．2．3　溶接金属性能

　まず，溶接可否の判断のため，溶接試験体（板厚 6 mm
×幅200mm×溶接長240mm）に対し，放射線透過試験
（JIS Z3104）を実施し，その後に性能評価を行った。溶
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表 3  溶接施工調査の条件
���������Condition of welding procedures investigation

表 4  溶接材料調査の条件
���������Condition of welding consumables investigation

図 2  レーザとMAGトーチの配置，溶接方向
������  Arrangement of laser and MAG torch, and welding direction

図 1  レーザ・アークハイブリッド溶接機
������  Laser-arc hybrid welding machine



接金属の引張強さは，溶接金属中央部に対して行ったビ
ッカース硬さ試験（JIS Z2244）結果から換算した（換算
表：SAE J 417）。また，シャルピー衝撃試験用試験片は
溶接金属中央部から採取し，板厚 6 mm に対し 5 mm サ
ブサイズ試験片で行った（JIS Z2242）。なお，目標性能
は，引張強さが780MPa以上，シャルピー衝撃試験が－
20℃で 5 mmサブサイズの場合で24J以上，7.5mmサブサ
イズの場合は35J以上，10mmサイズの場合は47J以上と
している。

2．結果および考察

2．1　溶接施工条件

2．1．1　耐ギャップ性

　耐ギャップ性の試験結果として，適正な裏波ビードを
形成することができるルートギャップの範囲を図5に示
す。図 5（a）は，図 2 で示した 4 とおり（WD1～WD4）
の配置および溶接方向における耐ギャップ性を比べたも
のである。この結果をみると，WD4〔MAG トーチ先行
（垂直）／レーザ後行（前進角）〕の条件においてギャッ
プ 0 ～ 3 mm まで溶接が可能であり，最も良好な耐ギャ
ップ性を示している。なお，本試験結果と同様に申ら15）

の報告でも，MAG先行の方がレーザ先行よりも耐ギャ
ップ性が良いとの結果が得られている。
　図 5（b）は，レーザ先行の配列においてレーザ／アー
ク間距離を変化させた場合の，耐ギャップ性を比較した
ものである。この結果をみると，最大ギャップはレーザ
／アーク間距離が 5 mmの場合が最も悪く，3 mm，1 mm
と短くなるにつれて耐ギャップ性が良くなっている。ま
た，レーザ／アーク間距離7 mmではギャップ0 mm地点
での溶込みが不足して裏波ビードが形成されていない。
これは，MAGによって形成される溶融プールの断面形
状とレーザ照射点との関連による溶込み深さに起因して
いると考えられる。すなわち，距離 1 mmの場合はアー

ク直下のプール凹部にレーザが照射され，溶込み深さが
最も深くなる。レーザ／アーク間距離 3 mmに離れると
レーザの照射される位置が高くなり溶込みが浅くなる。
さらに 5 mm，7 mmと離れると，レーザで形成した溶融
池の凝固が進んだ状態でアークが発生するため溶込みが
さらに浅くなるものと推察される。
　これらのことから，本実験に適用した継手に対する耐
ギャップ性は溶込み深さと関係しており，溶込み深さが
深くなる条件ほど耐ギャップ性が優れているという傾向
が認められる。
2．1．2　溶接作業性の調査

　溶接作業性の特性としてスパッタ発生量を測定した結
果を図 6に示す。図 6（a）は，MAG溶接におけるアー
ク電流のパルス波形制御の有無，およびWD1～WD4の
溶接方向において発生するスパッタ量を比較したもので
ある。この図をみると，溶接方向WD1のパルスなしが最
もスパッタ率が大きく，溶接方向WD1のパルスありの条
件は比較的スパッタ率が小さい。このことから，アーク
電流のパルス波形制御の影響は大きく，スパッタ低減に
有効であるといえる。またこの結果は，レーザ・アーク
ハイブリッド溶接をアークのパルス制御ありで行うと溶
融プールが安定するとの G.Campana16）らの報告と同様
である。レーザとMAGトーチの配置については，WD2
〔MAGトーチ先行（後退角）／レーザ後行〕が最もスパ
ッタ量が少ない結果となっている。しかし，パルスなし
と比べると，いずれの方法も 5 分の 1 以下のスパッタ量
であり，大差ないスパッタ量であるといえる。
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図 4  耐ギャップ性の判断基準
������  Judgment standard for anti-gap welding test

図 3  耐ギャップ性調査用試験体
������  Test plate for anti-gap welding

図 5  耐ギャップ性の試験結果
������  Results of anti-gap welding test



　図 6（b）に，レーザ／アーク間距離を変化させた際の
スパッタ量を示す。このグラフより，レーザ／アーク間
距離が長くなるにつれてスパッタ量が減少する傾向があ
ることがわかる。これは，レーザの溶融プールの高さ変
化に起因するアーク長の変動が，レーザ／アーク間距離
が長くなることによって少なくなるためと考えられる。
　図 6（c）に，シールドガスの種類を変えた場合のスパ
ッタ量を示す。このグラフから，Ar－20％CO2を用いた
場合が最もスパッタ量が少ない結果になっている。Ar
およびAr－ 2 ％O2ではともに，アークがフレア状に広が
るため溶滴移行が不安定となり，スパッタが多くなった
ものと考えられる。
　以上の耐ギャップ性と溶接作業性（スパッタ発生量）
の結果から，本実験でのレーザ・アークハイブリッドの
溶接条件としては，「WD4：MAG トーチ先行（垂直）／
レーザ後行（前進角），レーザ／アーク間距離：3 mm，シ
ールドガス： Ar－20％CO2の組合せが最も良い」といえ
る。
2．2　溶接材料の検討

2．2．1　溶接ワイヤの検討

　ワイヤW1～W6による溶接での溶接金属マクロ組織を
図7に示す。いずれのワイヤも表裏のビード形状は良好
である（WES 2031を満足）。なお，放射線透過試験（JIS 
Z3104）の結果はいずれもきずは 1 類と分類され，MAG
溶接の場合とほぼ同様であった。
　溶接金属のビッカース硬さ試験結果，硬さから換算し
た引張強さの値，およびシャルピー衝撃試験結果を表 5
に示す。Ar－20％CO2シールドガスによる 6 種類のワイ
ヤの試験結果を比較すると，いずれも780MPa（ワイヤ
W1およびW2の引張強度レベル）以上の引張強さが得ら
れている。MAG溶接とレーザ・アークハイブリッド溶接
の引張強さを比較するため，横軸をMAG溶接の溶接金
属の引張強さを，縦軸をレーザ・アークハイブリッド溶
接の溶接金属の引張強さとして整理した（図 8）。いずれ
の溶接ワイヤも，基準として引いた Y（縦軸）＝ X（横軸）
の線より上側にあり，レーザ・アークハイブリッド溶接
の引張強さの方が高くなっていることがわかる。レー
ザ・アークハイブリッド溶接では HT490用ワイヤ（W6：
Ni-Mo系）でも目標を満足する強度が得られているが，
裕度を考慮してもHT590クラス（W3：Cr-Mo-Ti系，W4：

Mo-Ti系）で十分な引張強さとなっている。一方，HT780
用ワイヤ（W1：Ni-Cr-Mo-Ti系，W2：Ni-Mo-Ti系）では
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表 5  各ワイヤにおける溶接金属の機械的性質
���������Mechanical properties of weld metal for each wire

図 8  マグとレーザ・アークハイブリッドの引張強さ比較
������ Comparison of tensile strength between MAG and laser-arc 

hybrid

図 7 溶接金属のマクロ組織（板厚：6 mm，シールドガス：Ar－
20％CO2）

������ Macrostructures of weld metal (Thickness: 6mm, Shielding gas: 
Ar－20％CO2)

図 6  スパッタ発生量の測定結果
������  Results of measuring amount of spatter



引張強さが1,000MPaを超える。レーザ・アークハイブリ
ッド溶接ではこれらのワイヤの引張強さはHT950レベル
であり，どのワイヤにおいても強度レベルがMAGの場
合よりも約200MPa以上高くなっている。
　これは，レーザ・アークハイブリッド溶接の冷却速度
がMAG溶接に比べ大きいことや，母材の希釈率がMAG
溶接の30％程度に対しレーザ・アークハイブリッド溶接
は60％程度と大きな差異があることなどが原因として考
えられる。加えて，MAG溶接金属が多パス溶接から成
ることに対してレーザ・アークハイブリッド溶接金属が
1 パスで形成されること，換言すると多重熱サイクルと
単熱サイクルの差が引張強さのレベルを変化させている
ことが要因の一つに挙げられる。これらの要因究明は今
後の課題である。
　じん性面〔HT780鋼スペック：V�－20≧24J（5 mm サブ
サイズ）〕では，W6（Ni-Mo系）とW3（Cr-Mo-Ti系）が
約50Jで比較的良好であり，つぎにW1（Ni-Cr-Mo-Ti系），
W2（Ni-Mo-Ti系），W5（Ni-Mo-Ti系）が約35Jと目標値
を満たしているなか，最も低いW4（Mo-Ti系）は約20Jと
要求値以下であることがわかる。この結果と上述の引張
強さの結果を考慮すると，本実験で使用したレーザ・ア
ークハイブリッド用溶接ワイヤのなかでは，W3もしく
はW6が有力であり，両ワイヤとも引張強さよりじん性
の方がスペックに対し裕度がある。このため，本実験結
果を受けた結論としては引張強さが高いW3（Cr-Mo-Ti
系）を最適であるとした。
　ワイヤW1～W6における溶接金属の光学顕微鏡組織を
図9に示す。いずれの組織もベイナイト主体の組織であ
り，大きな差は認められない。つぎに固溶Ti（試料を塩
酸で溶解してTiを分析して得られる酸可溶性Tiを固溶Ti
と定義している）と吸収エネルギーの関係を図10に示

す。このグラフから，固溶Tiの増加はじん性を低下させ
ることがわかる。さらにこのことから，溶接ワイヤで，
W4，W5，W2，W1，W3，W6 の順でじん性が向上する
ことが説明できる。W1，W2，W5，W6 については溶接
金属中にNiを含有しているため，Niによるマトリック
スの強じん化も考慮する必要があろう。なお，レーザ溶
接などで課題となるシャルピー衝撃試験におけるFPD

（Fracture Pass Deviation），すなわち破断経路が湾曲し
て溶接金属から逸脱する現象は本実験では認められなか
った。FPDは，溶接金属部の幅が狭い場合や母材部と溶
接金属部の硬さの差が大きい場合に起こることとさ
れ17），本試験で用いた板のビッカース硬さは約300HVも
あり，溶接金属部との硬さの差がFPDが起こるほど大き
くないためと考えられる。
2．2．2　シールドガスの検討

　2.2.1項での実験結果から最適ワイヤとして選定した
W3を用い，最適配置WD4〔MAGトーチ先行（垂直）／レ
ーザ後行（前進角）〕，レーザ／アーク間距離 3 mm，レー
ザ焦点距離± 0 mm でシールドガスを Ar，Ar－ 2 ％O2，
Ar－20％CO2 と変えて溶接を実施し，引張強さ（硬さか
ら換算）とじん性を調べた。
　表 6に示すように，いずれの条件においても引張強さ
780MPa以上，吸収エネルギーVE－20≧24J（ 5 mm サブサ
イズ）と目標値以上であった。シールドガスがAr－20％
CO2の場合に比べると，ArおよびAr－2％O2の場合の引
張強さは高く，じん性は逆にやや低下している。ArやAr
－ 2 ％CO2は，ガス中の酸素量が低いため溶接金属のSi
やMnが酸化しにくく，スラグ量が減少し合金成分の歩
留りが上がる。また，焼入れ性の高いマルテンサイト組
織の生成もあって硬さが高くなり引張強さは上がるが，
逆にじん性は低下するものと考える。なお，参考のため
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図 9  溶接金属のミクロ組織（シールドガス：Ar－20％CO2）
������  Microstructures of weld metal (Shielding gas: Ar－20％CO2)

図10  固溶チタンと吸収エネルギーの関係
������  Relationship between sol. Ti and absorbed energy

表 6 各シールドガスにおける溶接金属の機械的性質｛ワイヤ：
W3，配置：B（WD4）｝

��������Mechanical properties of weld metal for each shielding gas
 {Wire: W3, Arrangement: B(WD4)}



に，溶接部のマクロ組織観察結果を図11に示す。シール
ドガスがArリッチなほど板厚中央部のビードが狭くな
る傾向が認められる。また，裏ビードもArリッチなほど
幅が狭くなっており，裏波が出にくくなっている。これ
らの結果から，本実験ではレーザ・アークハイブリッド
溶接用シールドガスとしては，Ar－20％CO2が良好であ
るといえる。
　以上の溶接ワイヤとシールドガスの検討によると，レ
ーザ・アークハイブリッド溶接としては，「MAG 溶接に
おけるHT590クラスで Ti 量が少ないワイヤ（W3：Cr-Mo-
Ti系）とAr－20％CO2シールドガスの組合せが最適であ
る」といえる。

むすび＝本稿では，HT780鋼のレーザ・アークハイブリ
ッド溶接の施工条件と溶接材料について検討し，以下の
結果を得た。
（１）耐ギャップ性は，レーザとアークの配置がMAG

先行（垂直）／レーザ後行（前進角）で，レーザ／
アーク間距離は小さい（ 3 mm 以下）場合が最も
良い。溶込み深さが深くなる条件ほど耐ギャップ
性が優れる傾向があるといえる。

（２）スパッタ発生量の低減には，MAG溶接のアーク電
流のパルス化が最も有効である。加えて，レーザ
／アーク間距離をある程度（ 3 mm 以上）離し，
シールドガスをAr－20％CO2にした場合に最も少

なくなる。
（３）HT780鋼に対する溶接ワイヤとしては，MAG溶

接のHT590クラスでチタン含有量が少ないワイヤ
（Cr-Mo-Ti系）が適している。MAG溶接に比べ
て，レーザ・アークハイブリッド溶接の冷却速度
が大きいことにより，HT590クラスのワイヤで引
張強度が十分確保され，脆化の要因である固溶 Ti
が少ないためにじん性が良くなるからである。ま
たシールドガスは，Ar－20％CO2がじん性確保に
適している。

　今後，建設機械や橋梁などで適用されている高張力鋼
に本技術を適用し，ものづくりに貢献していきたい。ま
た，HT950鋼や軟鋼などへの対応へも展開していく。
  本検討の実施にあたり，共同で試験を取組んでいただ
きました株式会社ダイヘン 溶接メカトロカンパニー 溶
接機事業部 第二技術部の上山部長，恵良グループ長，お
よび上田殿に深く感謝の意を表します。
（本論文は「溶接学会論文集，2011，第29巻，第 4 号，
p.248-257」の抜粋である）
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図11 各シールドガスにおける溶接金属のマクロ組織｛板厚：
6 mm，ワイヤ：W3，配置：B（WD4）｝

������ Macrostructures of weld metal for each shielding gas 
{Thickness: 6mm, Wire: W3, Arrangement: B(WD4)}



まえがき＝溶接部の残留応力は，継手の疲労強度や応力
腐食割れなどに大きな影響を及ぼすため，これまで数多
くの研究がなされている。電子ビーム溶接の残留応力に
ついても例外ではなく，種々の検討がなされてきてい
る1）～5）。　
　これまでの電子ビーム溶接の適用は，厚板の貫通溶接
に加え，加工費用よりも高品質な溶接が要求される原子
力あるいは宇宙関連の部品が対象であった。このため，
これまでの電子ビームに関する研究報告は，厚板の完全
溶込み溶接で，鋼種もCr-Mo鋼などの特殊鋼に関した事
例が多い。
　ところが近年の電子ビーム溶接の適用事例を見渡す
と，極厚板だけでなく 3 ～15mm程度の部材に適用する
ことも多くなってきている。具体的には，自動車や航空
機部品などの重ね継手やインロー形状の突合せ，あるい
は部分溶込みなどの溶接に適用されている。一方で，電
子ビーム溶接に関しては厚板の残留応力・変形挙動に関
する報告はこれまであるものの6），7），薄板の突合せや部
分溶込み溶接時の挙動に関してはいまだによく分かって
いない。また，ビーム出力，ビーム径を系統立てて研究
した事例は見当たらない。
　そこで神鋼溶接サービス㈱は，実際には近年適用が増
えているものの，いまだに研究事例の少ない「電子ビー
ム溶接による薄鋼板の突合せならびに部分溶込み溶接」
の溶接部における残留応力について調査した。具体的に
は，ビーム出力・ビーム径といった溶接条件を変えて複
数の溶接を行い，温度測定・残留応力測定を行うことに
よってその温度分布特性・応力特性を調査した。また，
測定結果の整理とその妥当性を確認するために，有限要
素法解析を実施して両者を比較・検討した。

1．試験方法

1．1　供試材

　板厚9.5×幅50×長さ100mmの軟鋼材（SS400材）を供
試材として用いた（図 1）。その材料特性は表 1のとおり
である。供試材の表面状態は黒皮のままであるが，溶接
時の不純物混入を避け健全な溶接部を得るために，突合
せ開先近傍の表面に対しては金属光沢が出るまで軽度の
研磨を行った。また，後述する残留応力測定では電解研
磨を実施するため，絶縁物である黒皮を除去する意味で
測定位置の研磨もあらかじめ行った。
1．2　溶接方法

　三菱電機㈱製 6 kW 電子ビーム溶接機（図 2）を用い
て突合せ溶接を行った。溶接条件は，ビーム出力，ビー
ム径に着目し，表 2に示す 5 条件とした。No.1～No.3は
ビーム出力による差を，No.2，4，5 はビーム径による差

110 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 63 No. 1（Apr. 2013）

＊1 神鋼溶接サービス㈱　技術調査部　＊2 東成エレクトロビーム㈱　＊3 大阪大学　大学院工学研究科

薄板の電子ビーム溶接継手における残留応力特性

Property of Residual Stress in Electron Beam Weld Joint with Thin Steel Plate

A study has been done on the effects of welding conditions on the residual stress behaviors of the full and 
partial-penetration weld joints for thin steel plates joined by the electron beam welding process. Residual 
stresses were measured, and the experimental results were verified with the aid of a thermal elastic-plastic 
analysis by the finite element method. The experimental results for residual stress were found to be similar 
to the results of the analysis. It was confirmed that the residual stresses (σT andσL) in the transverse and 
longitudinal directions with respect to the weld line shifted to the compression side in the vicinity of the weld 
toe when the beam power was higher and the beam diameter was smaller. The magnitude of residual 
stresses at the weld toe was found to correlate with the penetration depth.
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図 1  供試材形状および温度測定位置
������  Size of test piece and measuring point of temperature



を検討するための試験である。ここで示したビーム径は
理論値であり，1／e強度（ピーク値の約37％）までの幅
をビーム径とした。また，No.2では焦点を鋼板表面に
合わせているが，No.4，5では焦点距離を鋼板表面から
それぞれ20mm，40mm鋼板内部側にずらすことでビー
ム径を変化させた。
　また溶接試験は，いずれの条件に対しても 2 回繰返し
て実施した。試験板の拘束は板状の拘束板を左右 6 箇所
のクランプで押える方法とし，溶接開始から 3 分程度後
に外した。
1．3　温度の測定方法

　溶接時の温度分布を把握するとともに，後述する有限
要素法解析における入熱条件の基準とするべく，溶接時
の鋼板表面温度を測定した。測定位置は，表面は開先端
部から 5 mm および10mmの位置，裏面は開先端部から
　2 mmの位置とした（図 1）。測定は，全ての溶接試験体
に対して日置電機㈱製メモリハイコーダおよび素線径
0.32mmのK熱電対（ガラス繊維被覆）を用い，測定間隔
は10プロット／秒とした。
1．4　残留応力の測定方法

　残留応力の測定方法としては，応力弛緩法，中性子回
折法，磁気ひずみ法，バルクハウゼン法，音弾性法8）など
多種多様に存在する9），10）。今回はビード止端近傍のごく
表面近傍の残留応力を知りたかったことから，X 線回折
法を選択し，測定器には㈱リガク社製 X 線応力測定器

（図 3）を用いた。
　測定方向は，それぞれ溶接線方向（σL）および溶接線
直角方向（σT）の 2 方向とした。測定位置は，溶接部ビ
ード止端部から0.5～6.5mmまでを1.0mm間隔で計7点と
した（図 4）。測定径は1.0mmである。また，測定面には
全て電解研磨処理（深さ約100μm）を行い，表面研磨時
の加工ひずみの影響を除去している。残留応力の測定方
法は，基本的に日本材料学会の X 線応力測定法標準に準
拠している11），12）。
1．5　有限要素法解析

　残留応力の検証として，㈱計算力学研究センター製有
限要素法溶接熱解析シミュレーションプログラム
「Quick Welder」を使用し13），一般的な熱弾塑性理論14）

に基づいた溶接残留応力解析を行った。解析モデルは，
計算時間短縮のため長手方向20mm，左右1／2対称の 3
次元モデルとした（図 5）。ここで，実際の試験体と同じ
長手方向100mmのモデルでも解析を行ったが，温度や残
留応力などに長手方向20mmのモデルと大きな差がない
ことを確認している。解析条件は表3ならびに図6に示
したとおりとした。拘束条件は，実際の溶接と同じ位置
に対して溶接後 3 分間 Z 方向（角変形方向）を完全拘束
とした。解析時には溶接金属部の面積（体積）を定義す
る必要があるため，ここでは実試験体の断面マクロ写真
を基に決定した。
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図 2  電子ビーム溶接機
������  Device of electron beam welding

表 1  供試材の材料特性
���������Material characteristics of test piece

表 2  溶接条件
���������Welding condition

図 5  解析モデル
������  Analysis model

図 4  残留応力測定位置
������  Measuring point of residual stress

図 3  X 線残留応力測定装置
������  X-ray residual stress analyzer



2．結果および考察

2．1　温度測定結果と有限要素法解析結果の比較

　実際に電子ビーム溶接を行った溶接部の断面マクロ写
真を図 7，これらの写真から計測した溶込み深さと表面
ビード幅を表 4に示す。また，代表例として溶接条件
No.2 での温度測定結果を図 8（a）に示す。2 回の溶接試
験に対する温度測定結果は比較的ばらつきも少なく，良
い結果を得ることができたが，表側 5 mm位置は最高到
達温度に差が生じることがあった。これは，他の点に比
べてビード止端に近いことから温度勾配の急な領域であ
り，わずかな熱電対の取付け位置の違いで大きな差が生

じたためと考えられる。実際，溶接後の試験体の熱電対
取付け位置を確認すると，ビード止端からの距離のばら
つきは最大で0.2mm程度であった。
　熱電対で温度を測定した位置に対応する箇所の温度履
歴の解析結果例を図 8（b）に示す。また，長手方向中央
（10mm）断面における最高到達温度の温度分布図を
図 9に示す。解析条件（入熱効率や熱源形状）を適宜調
整して解析を実行したところ，実際に測定した 3 点の温
度測定値と解析値が比較的良い一致を示した。
2．2　残留応力測定結果と有限要素法解析結果の比較

　溶接線方向中央における残留応力の測定結果および解
析結果の比較の一例を図10に，解析精度を確認するため
に測定値と解析値の相関をプロットしたものを図11に
示す。また，残留応力の解析結果に及ぼすビーム出力お
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図 6  材料定数の温度依存性
������  Temperature dependence of material property

表 3  解析条件
���������Analysis condition

図 9  断面の温度分布解析
������  Cross sectional distribution of temperature

図 8  温度の測定と解析例（No.2）
������  Example of experiment and analysis of temperature（No.2）

図 7  断面マクロ写真（板厚9.5mm）
������  Photograph of cross section bead (Thickness 9.5mm)

表 4  断面マクロ形状
���������Size of cross section bead （mm）



よびビーム径の影響について整理した（図12）。さらに，
長手方向中央断面の残留応力分布図をそれぞれ図13，
図14に示す。
2．2．1　測定値と解析値の相関

　図10によると，測定結果と解析結果では値そのものに
は差が見られる点はあるものの，その傾向はおおむね良
い一致を示している。図11の相関図を見ると，測定値と
解析値はばらつきがあるものの大まかな相関は見て取れ
る。また，元々溶接部近傍の X 線応力測定は値がばらつ
くことが確認されていることからも12），本解析結果は十
分有効であると考える。したがって，以降の考察は解析
値に対して行う。
2．2．2　溶接線直角方向残留応力

　図12（a），（c）によると，板表面における溶接線直角
方向応力（σT）は，いずれの試験体もビード止端近傍で
は応力は 0 ～圧縮応力である。止端部から離れるほど引
張応力側へとシフトし，引張応力の領域で極大値をと
る。また，図13を見ると，ビード表面および溶接金属部
の溶込み深さ先端部付近には圧縮応力，溶接金属部の溶
込み深さ方向の中央付近には最大引張応力が生じる結果
となった。これは，厚板の完全溶込み溶接に関する過去
の研究，つまり板表裏面に圧縮応力，板厚中央部に引張
応力が生じるという知見とよく一致している1），2），6）。こ
の応力分布状態は，電子ビーム溶接継手に特有なもので
ある。すなわち，一般的なアークによる多層溶接と異な
り，極めてエネルギー密度の高い電子ビームによってご
く狭い領域に瞬間的に溶接部を形成するため，そのビー
ド表面は急熱急冷の度合いが激しい。そのため，高温部
が力学的溶融温度程度まで冷却した時点では，溶接部の
溶込み深さ中央付近に最高温度領域が存在することにな
る。したがって，溶込み深さ中央付近はビード表面に比
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図11  残留応力の測定値と解析値の相関
������  Interrelationship of experiment and analysis of residual stress

図10  残留応力の測定と解析例（No.2）
������  Example of experiment and analysis of residual stress（No.2）

図 13  残留応力σTの断面分布
������  Cross sectional distribution of residual stress σT

図12  残留応力解析結果
������  Results of residual stress analysis



べて冷却が遅く，収縮が遅れることで引張応力が生じる
と推察される。また，ビード表面にはその釣合いとして
圧縮応力が生じる。過去の研究は厚板の完全溶込み溶接
に関するものであることから，板厚方向での温度分布の
影響が大きいため，ビード表面の凝固が一番遅くなるよ
うな板厚方向の入熱量とその時間依存性を持たせるよう
な計算を行っている6）。それに対し，今回の薄板の突合
せならびに部分溶込み溶接においても厚板の完全溶込み
溶接と同様の挙動を示していた。これは，今回は9.5tで
あったために極厚板と同様の挙動を示すのか，さらに薄
い板厚でも同様の挙動を示すのかは今後さらなる実験と
検討が必要である。ただ，板厚内部と板表面の温度差が
キーポイントであることを考えると，板厚が薄くなるに
つれ，板厚内部の冷却速度が遅くなる挙動は薄れていく
のではないかと推察する。
　つぎに，溶接条件による残留応力の差について考察す
る。図12（a），（c）によると，σT は①ビーム出力が大き
いほど，②ビーム径が小さいほどその極大値が止端部か
ら離れる傾向にあることが分かる。力の釣合いからいえ
ば，同一直線状のσTの総和は 0 であることから，ビード
付近が圧縮応力であれば必ず引張応力の領域も存在す
る。図13に示した残留応力分布を見ると，ビーム出力が
大きくビーム径が小さいほど板厚内部の引張応力の範囲
は広くなるのと同様に，ビード表面近傍の圧縮応力も強
くその範囲も広くなっている。これにより，ビードから
ある程度距離が離れた箇所で引張応力となる，つまり極
大値が止端部から離れる傾向になると考える。
2．2．3　止端部での溶接線直角方向残留応力

　ここで，疲労強度に大きく影響を及ぼすビード止端部
のσT に注目する。電子ビーム溶接部の疲労強度は元々，
アーク溶接部よりも高く，必ずしも溶接止端部からき裂
が発生するとは限らないことが知られている15）。それ
は，アーク溶接部に比べて余盛高さが低くてビード幅が
狭いために応力集中係数が低いこと，および冷却速度が
速いために高硬度になることが要因といわれている。し
かし実際の溶接継手においては，溶接条件・継手形状に

よって残留応力の分布や応力集中係数はかなり変化する
ことも考えられ，決して楽観視できない。
　図13の解析結果に見られるように，ビーム出力が大き
いほど，またビーム径が小さいほど止端部圧縮応力が強
くなっている。すなわち，溶込み深さと止端部のσT に
相関があると推察できる。そこで，解析結果における溶
込み深さの板厚比と止端部のσT の相関を調べた（図15）。
図15によると，溶込み深さが深くなるほど圧縮応力が高
くなっていることが分かる。ビーム出力が大きいほど，
またビーム径が小さいほど圧縮応力が高くなる理由は，
既述の力学的溶融温度時の最高温度領域の存在によっ
て，板厚内部の最大引張残留応力の領域が大きくなり，
その反力としてビード表面に強い圧縮残留応力が生じる
ためであると考えることができる。
2．2．4　溶接線方向残留応力

　図12（b），（d）によると，板表面における溶接線方向
応力（σL）はいずれも，ビード止端近傍では引張応力で
あり，止端部から離れるほど応力が緩やかに下がり，圧
縮応力側にシフトする。これは，電子ビーム溶接ではア
ーク溶接に比べて入熱量が小さく溶融領域が狭いが，溶
接線方向に対する溶接金属部の力学的拘束条件はアーク
溶接と同様に厳しく，溶接金属およびその周囲の熱影響
部には強い引張応力が生じるためである。この測定結果
はσTと同様に過去の知見とよく一致している2），8）。解析
結果においてもこの傾向を比較的よく再現できている
が，図14を見ると，ビード止端近傍には局所的に圧縮応
力が生じている。これは，ビードの余盛形状の効果と，
電子ビーム溶接継手特有の板厚内部に引張応力のピーク
値が存在し，表面側に近づくにつれて応力が緩やかに下
がるという残留応力特性を有することから，条件によっ
ては圧縮応力になるためと考えられる。また，最大引張
応力が溶込み深さ中央付近にある点はσTと同様であり，
前述の最高温度領域の移動で説明できる。
　つぎに，溶接条件による残留応力の差について考察す
る。図12（b），（d）によると，σL は①ビーム出力が大き
いほど，②ビーム径が小さいほど全体的に圧縮応力側に
シフトしているが，この傾向はいずれの図についても溶
込み深さを考えることによって整理できる。すなわち，
溶込み深さが深いほど溶接金属部の引張応力の範囲が広
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図14  残留応力σLの断面分布
������  Cross sectional distribution of residual stress σL

図15  止端部におけるσTと溶込み深さの相関
������ Correlation between residual stress σT and penetration at 

weld toe



く分散しており，局部的な引張応力のピーク値が抑えら
れるために止端近傍の引張応力値が低減することにな
る。図16に溶込み深さの板厚比と止端部のσL の相関を
示すが，溶込み深さに比例して止端部の応力が低減して
いるのが分かる。

むすび＝電子ビームによる薄鋼板の突合せならびに部分
溶込み溶接を行い，ビーム出力およびビーム径を変化さ
せたときの溶接部近傍の温度および残留応力を測定し
た。さらに，有限要素法解析による検証を行うことによ
って以下の結果を得た。
（１）有限要素法による温度の解析値は，測定値と同程

度の温度になるように入熱効率や熱源形状を調整
することによって測定値と良い一致を示した。

（２）溶接線直角方向の残留応力（σT）は，ビード止端
近傍は圧縮であり，止端部から離れると引張へシ
フトして極大値をとって圧縮側へ下がるという従
来知見と同様の測定結果であり，解析値も良い一
致を示した。また，ビード表裏面に圧縮応力，溶
込み深さ中心付近に最大の引張応力が生じてお
り，従来厚板の貫通溶接で研究されてきた現象と
同様の傾向であった。溶接条件によるσT の差は，
①ビーム出力が大きいほど，また②ビーム径が小
さいほどその極大値が止端部から離れる傾向にあ
ることが分かった。これは，板厚内部の引張残留

応力の領域によってビード表面の圧縮応力分布状
態が変わるためである。

（３）疲労強度に大きく影響を及ぼすビード止端部のσT

は，ビーム出力が増加するほど，またビーム径が
小さいほど圧縮側にシフトすることが把握され
た。この現象は，溶込み深さの大小に関係するこ
とを示した。

（４）溶接線方向の残留応力（σL）は，ビード止端近傍
では引張応力であり，止端部から離れるほど応力
が緩やかに下がり，圧縮応力側にシフトする。溶
接条件によるσLの差は，①ビーム出力が小さいほ
ど，②ビーム径が大きいほど全体的に引張応力側
にシフトする。

　本稿を作成するにあたり，貴重なご意見・ご助言を頂
きました㈱計算力学研究センターの清島 祥一様に心よ
りお礼を申し上げます。
（本論文は「溶接学会論文集，2012，第30巻，第 3 号，
p.262-273」の抜粋である）
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図16  止端部におけるσLと溶込み深さの相関
������ Correlation between residual stress σL and penetration at 

weld toe
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 Dissimilar Metal Joining for Aluminum Alloys and Hot-dip Aluminized Steel Sheet Tetsu Iwase et al.

 �薄鋼板用アーク溶接ワイヤ「SEA-50FS」  …………………………………………………………梅原　悠ほか　　57/2
 "SEA-50FS" Arc Welding Wire for Thin Steel Sheet Yu Umehara et al.

 �鋼／アルミニウム合金のスクラムリベットMIG溶接  ……………………………………………小橋泰三ほか　　57/2
 Applying Scrum Rivet MIG Welding Process to Steel / Aluminum Alloy Joints Taizo Kobashi et al.

116 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 63 No. 1（Apr. 2013）

■特集：溶接・接合技術 FEATURE : Welding and Joining Technologies

巻／号

　　 神戸製鋼技報掲載　溶接・接合技術関連文献一覧表（Vol.52, No.1～Vol.62, No.2） 　

Papers on Advanced Technologies for Welding and Joining Technologies in R&D 
Kobe Steel Engineering Reports (Vol.52, No.1 ～ Vol.62, No.2)



 �鉄骨天吊マルチワーク溶接システム  ……………………………………………………………………中西紀晶　　56/3

 �鉄骨溶接ロボット用ソリッドワイヤ「MG-55R」  ………………………………………………………鈴木励一　　56/2

 �大入熱溶接用高強度厚鋼板  …………………………………………………………………………安部研吾ほか　　55/2
 High Tensile Strength Steel Plates for High-heat Input Welding Kengo Abe et al.

 �新しい自動車用高強度鋼板の開発  ………………………………………………………………………向井陽一　　55/2
 Development of New High-strength Steel Sheets for Automobiles Youichi Mukai

 �アーク溶接ソリッドワイヤの開発  …………………………………………………………………中野利彦ほか　　55/2
 Development of Solid Wire for Arc Welding Toshihiko Nakano et al.

 �ガスシールドアーク溶接フラックス入りワイヤの開発  ………………………………………………森本朋和　　55/2
 Developments in Flux-cored Wire for Gas Shielded Arc Welding Tomokazu Morimoto

 �自動車用アルミニウム材料とその周辺技術  ………………………………………………………稲葉　隆ほか　　55/2
 Aluminum Product Application Technologies for Automobiles Takashi Inaba et al.

 �特集：溶接・接合技術  ……………………………………………………………………………………………………54/2
 FEATURE : Welding and Joining Technologies

 �低温海域向けLNG船用FH355MPa級鋼板  …………………………………………………………川野晴弥ほか　　53/2
 FH355MPa Class Steel Plate for Low-temperature Use LNG Carriers Haruya Kawano et al.

 �火力発電ボイラ用高クロムフェライト鋼溶接材料  ………………………………………………山下　賢ほか　　53/2
 Welding Consumables of High Cr Ferritic Heat Resisting Steels for Fossil Fuel Power Boilers Ken Yamashita et al.

 �海洋構造物用溶接材料  ………………………………………………………………………………末永和之ほか　　53/2
 Welding Consumables for Offshore Structures Kazuyuki Suenaga et al.

 �鋼橋のライフサイクルコスト低減に向けた新鋼材の実橋への適用  ……………………………古川直宏ほか　　53/1
 New Steels to Reduce Bridge-related Lifecycle Costs Naohiro Furukawa et al.

 �テーラードブランク材におけるレーザ溶接部の改善と実用化  …………………………………蒔野秀忠ほか　　52/3
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 355-460MPa Yield Point Steel Plates and Welding Consumables for Large Heat-input Welding  Shigeo Okano et al.
 for Giant Container Ships

 �溶接性に優れたTMCP型HT570鋼板  ………………………………………………………………岡野重雄ほか　　52/1
 TMCP Type HT570 Steel Plates with Excellent Weldability Shigeo Okano et al.

 �海浜・海岸耐候性鋼板と溶接材料  …………………………………………………………………川野晴弥ほか　　52/1
 Atmospheric Corrosion Resistant Steel Plates and Welding Consumables for Coastal Use Haruya Kawano et al.

 �超大入熱溶接対応型厚肉SA440鋼板の開発  ………………………………………………………畑野　等ほか　　52/1
 Development of Thick SA440 Steel Plate for Ultra High Heat Input Welding Hitoshi Hatano et al.

 �KBコラムにおける隅肉溶接部の設計方法  …………………………………………………………芳賀純子ほか　　52/1
 KB Column Fillet Weld Design Technology Junko Haga et al.

 �鉄骨向け大入熱・高パス間温度対応ワイヤ「MG-55」  ……………………………………………鈴木励一ほか　　52/1
 MG-55 Welding Solid Wire Using High Heat Input and High Interpass Temperatures for Building Structures Reiichi Suzuki et al.

 �鉄骨溶接ロボットシステムの開発状況  ……………………………………………………………橋本　潔ほか　　52/1
 Development of a Steel Structure Welding Robot System Kiyoshi Hashimoto et al.

 �タンデムアーク溶接ロボットシステム  …………………………………………………………………横田順弘　　52/1

 �490N/mm2級高張力鋼用低水素系被覆アーク溶接棒「ZERODE-55」 -JIS Z3212 D5016-  …………石崎圭人　　52/1

117神戸製鋼技報/Vol. 63 No. 1（Apr. 2013）



■鉄鋼事業部門�鋼　　材：線材，棒鋼，厚板，熱延鋼板，冷延鋼板，電気亜鉛めっき鋼板，溶融亜鉛めっき鋼
板，塗装鋼板，異形棒鋼「デーコン」・「ネジコン」，銑鉄

� 鋳 鍛 鋼：舶用部品〔クランクシャフト，機関部品，軸系，船体部品〕，産業機械部品〔型用
鋼，ロール，橋梁部品，圧力容器ほか〕

� チ タ ン：航空機エンジン・機体用部品〔鍛造品，リング圧延品〕，薄板〔コイル，シート〕，
箔，厚板，線材，溶接管，各種チタン材〔高強度用，耐食用，成型用，自動車マフ
ラー用，ゴルフクラブヘッド用，眼鏡用，冷間鍛造用，建材用，医療材料用〕

� 鉄　　粉：粉末冶金用鉄粉，圧粉磁芯用磁性鉄粉，土壌・地下水浄化用鉄粉，カイロ用鉄粉，
脱酸素材用鉄粉，金属射出成形用微粉末

� 電　　力：電力卸供給，熱供給

■溶接事業部門�溶接材料：被覆アーク溶接棒，半自動溶接用フラックス入りワイヤ及びソリッドワイヤ，サブ
マージアーク溶接用ソリッドワイヤ及びフラックス，ティグ溶接棒，溶接用裏当材

� 溶接システム：鉄骨溶接ロボットシステム，建設機械溶接ロボットシステム，そのほか溶接ロ
ボットシステム，オフラインティーチングシステム，溶接ロボット，溶接電源

� 高機能材：脱臭・除湿・オゾン分解・有毒ガス除去，油煙除去など用高機能フィルタ，脱臭・
除湿回収装置

� 全　　般：試験・分析・検査・受託研究，教育指導，コンサルティング業務，産業ロボット・
電源・機器の保守点検

■アルミ ･銅� アルミニウム板：缶材，コンピュータディスク材，表面処理フィン材，自動車パネル材，一般
　事業部門  材，箔
　� アルミニウム押出材・加工品：アルミニウム形材，管，棒，加工品〔自動車・輸送機器用部材，

OA 機器用部材，建設資材〕
� アルミニウム・マグネシウム鋳鍛造品：アルミニウム鍛造品〔自動車，鉄道車両，航空機用部

品〕，鋳造品〔航空機用部品他〕，機械加工品〔半導体・液晶製造装置部品〕
� 銅板・条：半導体用リードフレーム材・リードフレーム，端子・コネクタ材
� 銅　　管：エアコン用銅管，建設・給湯用銅管，一般銅管

■機械事業部門�タイヤ・ゴム機械：バッチ式ミキサ，ゴム二軸押出機，タイヤ加硫機，タイヤ試験機，タイヤ・
ゴムプラント

� 樹脂機械：大型混練造粒装置，連続混練押出機，二軸混練押出機，成形機，光ファイバ関連製
造装置，電線被覆装置

� 高機能商品：真空成膜・表面改質装置〔AIP，UBMS〕，検査・分析評価装置〔高分解能 RBS
分析装置〕

� 圧 縮 機：スクリュ・遠心・往復圧縮機，スクリュ冷凍機，ヒートポンプ，ラジアルタービン，
汎用圧縮機，スクリュ式小型蒸気発電機

� 素材成型機械：棒鋼線材圧延機，分塊圧延機，板圧延機，形状制御装置，連続鋳造装置，等方
圧加圧装置（HIP・CIP），各種高圧関連装置，金属プレス

� エネルギー：アルミニウム熱交換器（ALEX），LNG 気化器（ORV，中間媒体式，空温式，温
水式，�冷水式�），圧力容器，航空宇宙地上試験設備

■資源・エンジニア�石炭エネルギー：改質褐炭（脱水炭）製造，完全無灰炭製造，コークスの高強度化，石炭液化，
　リング事業部門  重質油軽質化
 新 鉄 源：直接還元鉄プラント，製鉄ダスト処理プラント，ペレットプラント，選鉱プラント
 原子力・CWD：原子力関連プラント（放射性廃棄物処理・処分），原子力先端設備，原子炉・

再処理機器，使用済燃料輸送・貯蔵容器，燃料チャネル，濃縮ボロン製品
  化学兵器処理に関するコンサルティング・探査・回収・運搬・保管・化学分析・モ

ニタリング・安全管理・無害化処理施設建設／運営
  化学剤により汚染された土壌その他の無害化施設建設及び無害化業務
  爆発性物質・難分解性毒性物質の処理施設建設及び処理業務
 鋼構造物：砂防・防災製品〔鋼製堰堤，フレア護岸〕，ケーブル製作架設工事，防音・防振シ

ステム
 都市・交通システム：新交通システム〔ゴムタイヤ式中量軌道システム AGT，スカイレール，

ガイドウェイバス，短距離システム〕，プラットホームドア，無線モニタリング，
無人運転システム，PFI 型事業，浮遊式連続埋立設備

 都市情報システム：環境監視システム，環境情報システムなど

主要製品一覧
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編集後記
＜特集：溶接・接合技術＞
＊溶接・接合技術の特集号をお届けしま
した。当社は炭素鋼，低合金鋼，高合金
鋼，アルミ合金用の溶接材料，溶接シス
テムに加え，顧客に溶接ソリューション
を提供するための溶接プロセスを開発し
ています。日本はもとより海外において
も生産量を増やし，顧客より信頼を頂き，
当社の商品は使用されています。生産工
場として，日本での 6 工場に加え，'13年
4 月現在で海外の生産工場・販売拠点は
９箇国で展開しております。
＊溶接事業のフィールドは世界へと移り
つつあります。これまで国内で培った市
場，例えば造船，橋梁，鉄骨，建機，輸
送機などは堅持します。同時に，日本発
の技術を海外に向けて発信することで海
外大口ユーザに提案し，海外拠点を中心
とした地域密着型の販売体制を強化しま
す。国や地域のニーズにフィットしたロ
ーカルブランドも拠点と力を合わせて開

発し拡販して行きます。「世界で最も信
頼される溶接のプロ集団」を目指します。
＊今後伸長が期待できるエネルギー市
場，その中でもとくに石油・ガスの掘削・
貯蔵・輸送を受持つ海洋構造物やパイプ
ライン，それらの資源をエネルギーに変
換するリアクタやボイラ，風力をエネル
ギーに変換する風車など，溶接事業が活
躍できるフィールドは大きな広がりがあ
ります。鋼構造物の設計を始める時に
は，世界からまず「神戸製鋼に相談」が
来るようになりたいと思います。
＊今回まとめました2０件の資料には，世
界の市場で戦うための技術基盤はまだ十
分には描けていません。今後の宿題は沢
山あります。次回の溶接・接合特集には，
少しでも「世界で最も信頼される溶接の
プロ集団」に近づいた姿を描けることに
思いを馳せ，今回の特集号の筆を置きま
す。

（清水弘之）
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次号予告
＜特集：エネルギー機器＞
＊当社機械事業部門は，さまざまなエネ
ルギー関連機器の開発を行うとともに，
省エネルギー技術の向上に努めておりま
す。そして，これらの技術を応用した製
品を国内外に供給し，高い評価をいただ
いております。
＊機械事業部門において，エネルギー機
器を製造している部門は大きく二つに分
かれ，機器本部と圧縮機事業部がありま
す。
＊機器本部では，エネルギー関連機器に
関しては，LNG関連機器，高性能熱交換
器などの開発を行っております。世界的
にエネルギー需要が高まり，効率的にエ
ネルギーを変換する技術，エネルギの有
効利用技術が求められております。次回
の特集号では，LNG気化器とその関連技
術を中心に紹介します。
＊圧縮機事業部は，圧縮機，膨張機を応
用して，さまざまな省エネ技術，エネル
ギー有効利用技術の開発を行っておりま
す。省エネ技術では，空気圧縮機，冷熱
機器において，圧縮機本体性能を向上さ
せると共に，運転状況の変化に応じて，
常に最適運転にコントロールする制御技
術を開発し，省エネルギー化を進めてお

ります。
＊エネルギー有効利用技術は大きく二つ
に分かれます。一つは，水蒸気の有効利
用で，工場などで余剰蒸気が発生し，い
ままでこれらの蒸気は有効に利用されず
放気されておりました。これらの蒸気を
膨張機により発電，駆動源として利用す
る技術，また蒸気を圧縮して有効利用す
る技術を確立しました。
＊もう一つは，自然エネルギーの有効利
用です。東日本大震災により，自然エネ
ルギーの利用がクローズアップされてき
ました。当社はスクリュー技術を応用し
て，高温の温水の熱エネルギーを電力に
変換するバイナリー発電システムを開発
し，2011年10月に商品として上市しまし
た。
＊次回は，省エネ技術を適用した圧縮機，
冷熱機器の紹介，および蒸気，温水エネ
ルギーを有効利用する蒸気関連機器，バ
イナリー発電システムについて紹介しま
す。
＊これらの製品を通じて，当社の省エネ，
エネルギの有効利用への取組をご理解い
ただければ幸いです。

（吉村省二）
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　このたび、「Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報　Ｖｏｌ．６３， Ｎｏ．１」を発行しましたのでお届け致します。�

ご笑納のうえご高覧いただきましたら幸甚です。�

　なお、ご住所・宛先名称などの訂正・変更がございましたら、下記変更届けに必要事項�

をご記入のうえ、ＦＡＸにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具�

神鋼リサーチ株式会社�
Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報事務局　行�
ＦＡＸ　０７８－９９２－５５８８�
rd-office@kobelco.com

各　位�

２０１３年４月１１日�

本紙記入者�

宛名シール�
番号�

備　考�

ご住所�

ご所属�

〒� 〒�

貴社名�

TEL：�

変　更　前� 変　更　後�

お名前：�

No. 　　　　　　　　　←（封筒の宛名シール右下の番号をご記入下さい）�
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