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　欧州で被覆アーク溶接棒が開発・実用化され100年以
上になる。当社の溶接事業の歴史は，1940年に日本独特
のイルミナイト系溶接棒を開発し，1942年に我が国初の
国産塗装機による「B-17」が完成されたときから始まっ
た。以来，当社は産業のキーテクノロジーである溶接技
術の開発をリードし，各産業の進歩に伴い変化する顧客
ニーズに対応してきた。
　造船を例にとると，立向き姿勢のすみ肉溶接では，上
進溶接での効率が悪く，技量も必要であったが，1960年
代に低水素系下進溶接棒の開発に成功した。1980年代に
は，高電流で立向き上進・下進溶接とも可能なマグ溶接
用FCWを開発し，その後，耐プライマ性に優れた水平
すみ肉溶接用FCWや多電極の新しい溶接法によるすみ
肉溶接の高速化も達成した。また，造船の板継ぎ溶接に
は，現在も片面SAW法（FCBTM 注 1 法，RFTM 注 2 法）が
広く適用されている。そして現在，新たに造船向けロボ
ットシステムによるソリューション技術開発に取り組ん
でおり，まさに半世紀以上も造船の溶接を支え，今なお
造船向け溶接技術を進歩させている。
　このように国内外の産業・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，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。
造船以外の産業別溶接技術動向を見てみると，国内建築
鉄骨では工場内での溶接自動化・ロボット化は進んでき
ているが，今後は人手不足を背景に現地工事での自動化
が課題である。また海外市場においては，多様なH柱の
自動溶接技術が必要となってきた。自動車では，亜鉛め
っき鋼板を含む薄板溶接の高速化に加え，自動車の軽量
化に伴うアルミと鋼を代表とした異種金属接合が大きな
課題となっている。すでにロボット化が進んでいる建設
機械では，大電流化や狭開先化などの高効率化に加え，
生産稼働率向上のため複数ロボットの管理・監視など
IoT利用が進みつつある。
　つぎに溶接材料を品種ごとの視点で見ると，各産業や
世界中の地域で棲（す）み分けが進んできた。造船では
FCWの適用が多く，ロボット化が進んでいる自動車や
建設機械，建築鉄骨ではソリッドワイヤの適用が多い。
いっぽう，ASEANを筆頭に世界中の軽量鉄骨分野やパ
イプラインの溶接では，簡便に溶接が可能な被覆アーク
溶接棒の適用がまだまだ多い。そして，造船，建築鉄骨，
タンクなどの溶接線の長い中厚板溶接では，高効率な
SAW材が広く適用されている。ボイラやリアクタの溶

接に適用されている耐熱鋼用溶接材料では，被覆アーク
溶接棒，SAW材，ソリッドワイヤが溶接部材に応じて
使い分けられており，ステンレス鋼やNi基合金溶接材料
ではFCWの適用が増加している。当社ではそれぞれの
品種に対して，産業や地域の使い方に合致した材料設計
を継続している。
　これまで当社は，溶接技術に対するニーズの大きな見
方として，「高効率」「高品質」「環境対応」の ３ つを挙
げてきた。さらに最近では，人手不足の深刻さや技能継
承の難しさの観点から「自動化・ロボット化」を加える
必要がある。また今後の自動車軽量化・マルチマテリア
ル化への対応などからも，「溶接」だけではなく，本特
集号のタイトルにあるように「接合」へ開発領域を広げ
ていかなければならない。「溶接・接合」は，母材，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。溶接事業部門は，中長
期的に「世界で最も信頼される溶接ソリューション企業」
を目指し活動している。『溶接ソリューション企業』は，
単に溶接材料の開発だけではなく，多くの技術的要素を
最適化して，産業や地域ニーズに対応した格差のある

「溶接・接合」を提供していく姿勢を表している。「自動
化・ロボット化」に対しては，溶接ロボット機能の開発
に加え，溶接箇所に応じたプロセス・施工の開発，そし
て，組み合わせる最適な溶接ワイヤの開発も重要である。
たとえば，送給性が良好な「絶対に止まらないワイヤ」
も究極的な品質目標であり，ワイヤ表面性状の安定化な
どの生産技術開発が必要である。
　当社の藤沢事業所には溶接事業部門の技術センターが
あり，溶接の材料，プロセス，溶接システム，生産技術
に関わる研究開発から試験検査など，当社の「溶接技術」
が集約されている。また最近では，自動車軽量化に向け
たマルチマテリアル接合開発も藤沢事業所で行っており，
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。いっぽう，海外での活動を強化するために，
技術センター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ASEAN地域向けの被覆アーク溶接棒の開発に関し
ては，タイの開発部門と連携し推進している。
　今後もさらなる技術の向上を果たしていくためには，
お客様であるファブリケータを始め，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。
そのために読者の皆様を始めとして，多くの方々からの
忌憚（きたん）のないご意見を頂きたいと考える。

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

Recent Trends in Welding and Joining Technology
Fusaki	KOSHIISHI
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（巻頭言）

脚注 1 ） FCBTMは当社の商標である。
脚注 2 ） RFTMは当社の商標である。
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まえがき＝前回，2013年のVol.63.No. 1 に続き，4 年ぶ
りに「溶接・接合技術」の特集を組ませていただく。前
回は合計21編の論文，技術資料，解説を掲載した。産業
発展に大きく貢献している技術・商品もあれば，まだ実
機適用に至っていない技術もある。新しい着眼点や新し
い現象の理解をもたらしてくれた技術は，次なる開発の
発端になっている。溶接・接合技術はアーク溶接技術を
はじめとして非常に多くの制御可能な因子を有してお
り，最新のデジタル技術を用いることで実際に制御でき
るようになってきている。溶接ソリューションの提案に
向けてなすべきことは多い。本号では，前回を超える22
編の論文，技術資料，解説を掲載する。開発の成果と今
後の方向性について，まず全体の解説として起稿する。

1 ．市場動向と顧客ニーズ

　図 1 に世界における鋼材 1 ）と溶接材料 2 ）の需要状況
を示す。中国の鋼材需要沈静化に伴い全世界の鋼材需要
量は，近年15億t／年となっている。世界的には鋼材需
要量に0.4%，日本では0.3%を乗じた数量が溶接材料需
要量となる。鋼材需要の沈静化に伴い世界の溶材需要量
も600万tを割り込んでいる。バブル期（1991年）には，
40万t／年を超えた日本の溶材需要量も，足元では30万t
／年を下回っている。被覆アーク溶接棒からフラックス
入りワイヤ（以下，FCWという）・ソリッドワイヤへ，
手溶接から自動溶接へと市場は変化している。溶接の自
動化や鋼材の高強度化がさらに進むことで，溶接材料へ
の要求も変化している。高能率で高品質な溶接を求めて
自動溶接はさらに広がりを強めている。10年単位での遅
れはあるが，この傾向は海外市場でも変わりがない。市
場の動向と顧客のニーズを的確に具体的に把握し，限り
ある資源を組み合わせて開発に集中することが企業の技

術開発においては重要である。
　図 2 にアーク溶接ロボットの国内出荷台数を示す 1 ）。
2010年以降のデータであるが，全ての年で輸出が国内出
荷を大きく上回っている。アーク溶接ロボットは自動車
業界向けが多数を占めており，自動車業界の傾向を表し
ているともいえる。いっぽう，中厚板溶接分野を主な市
場とする当社においては，2020年東京オリンピックや政
府が実施する補助金などの施策の効果で，国内建築鉄骨
向けの出荷が伸びている。本章では業種別市場動向と顧
客ニーズをまとめてみる。
1. 1　造船
　日本，海外（中国，韓国）ともに市況は低迷している
が，早期の底打ちと立ち上がりを期待したい。中長期的
には海上物流は確実に増加すると想定され，日・中・韓
ほかの既存造船所は 1 億総t／年の建造能力を有し，今
後必要とされる建造量 7 千万総t／年には十分対応でき
る 3 ）。新天地での新規造船ヤード建設も試みられたが主
流にはなっていない。
　造船ヤードが求めていることは，溶接士数の減少，労
務費の高騰，建造の効率化に寄与する溶接の自動化であ
る。被覆アーク溶接棒からFCW，片面SAWによる板
継溶接，可搬型小型溶接機による立向き溶接に加えて，
国内外ともにロボットなどを活用した溶接の無人化，省
人化に高いニーズがある。
1. 2　建築鉄骨
　阪神淡路大震災などの度重なる地震により建築鉄骨の
基準見直しが行われ，日本国内の建築鉄骨，とくにその
溶接部には高い信頼性が求められる。建築鉄骨の溶接部
信頼性を高めている技術は，多層溶接性に優れた高能率
の溶接ロボットシステムとロボットにマッチし，安定し
た品質の溶接用ソリッドワイヤである。2020年東京オリ

溶接材料およびロボットシステムの展望
Prospects for Welding Consumables and Robot Systems
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（解説）

Welding and joining technology has numerous control factors including welding arcs. There are many 
things that must be done before a welding solution can be suggested. This paper explains the latest 
market trends and needs, as well as the technology trends and development achievements, for each 
customer industry.

清水弘之＊1

Hiroyuki	SHIMIZU
芝池雅樹＊2

Masaki	SHIBAIKE

＊ 1  溶接事業部門　技術センター　溶接開発部　＊ 2  溶接事業部門　技術センター　溶接システム部
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ンピックに向けて，さらにオリンピック終了後も首都
圏・大都市圏を中心に高層・広床面積のビル建設が計画 4 ）

されている。無人・無監視で連続溶接が可能な高能率な
溶接技術に対するニーズは高い。さらに海外でも，日本
の優れた建築鉄骨溶接技術に関心は高い。使用される鋼
材・形状や溶接材料は地域性もあるが，連続溶接性に優
れた高能率な溶接ロボットシステムの需要は大きい。
1. 3　自動車
　自動車において最大の関心事は，車体の軽量化であろ
う。炭酸ガスの排出量を抑制するために，車体の軽量化
は動力源の種類を問わず最も有力な手段である。アルミ
材の採用とそれに伴う鉄との異材接合は，欧米自動車が
高級車を中心に先行している。鋼板の高強度化による薄
板化・軽量化，ギガハイテン材の溶接・接合方法やアル
ミと鉄の異材接合へのニーズが高い。軽量化と高剛性化

および高変形能を有する材料と溶接・接合技術が求めら
れているが，大衆車への適用にはコストが最大の課題で
ある。
1. 4　エネルギー
　火力発電用のボイラは，発電効率向上のために高温・
高圧に耐える鋼材にマッチした溶接部を実現する溶接材
料にニーズがある。Cr添加量を高め微量添加元素を調
整した鋼材に適合し，不純物を極微量に制御した溶接材
料が求められている。海洋構造物は，原油価格の低位安
定化に伴い，採掘コストが高い極地・深海などへの投機
的投資は見送られているが，手堅いプロジェクトからの
需要はある。低温環境下での構造物の健全性，すなわち
溶接部の健全性が求められている。溶接部には従来にも
増して，高強度・高破壊靭性（じんせい）と低水素化ニ
ーズが高まっている。ラインパイプ，石油リアクタ，ガ

図 2  アーク溶接ロボット出荷台数 1 ）

Fig. 2  Shipment volume of arc-welding robots 1 ）

図 1  鋼材と溶接材料の需要 1 ），2 ）

Fig. 1  Demand for steel and welding comsumables 1 ），2 ）
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スタービンなどの継手形状が単純なものは，すでに
MAG，SAW，TIGなど溶接の自動化は進んでいる。い
っぽうでエネルギー系でも大型かつ継手形状が複雑な構
造物の溶接自動化は進んでいない。自動化実現のための
要素技術の開発が期待されている。
1. 5　建設機械
　建設機械は，すでに自動化率が高い分野であり，ロボ
ット溶接が広く採用されている。最近ではさらなる増産
に対応するニーズも加わり，より効率的にロボット溶接
システムを使用すること（生産性の向上，生産リードタ
イムの短縮，溶接品質向上），さらなる高溶着プロセス
が求められている。また，IoTを活用した生産状況の見
える化に対する期待も大きくなってきている。

2 ．最新の技術動向

2. 1　溶接・接合技術
　主要構造材料である鋼とアルミ，とくに厚板において
はアーク溶接が主要な接合技術であることに変わりはな
い。アーク溶接電源の制御は，時間応答性に関して試行
が完了した感がある。20 ns間隔での演算も可能となっ
ていて，信号さえ検出することができればアーク溶接の
ほとんどの現象が制御可能となっている。CMT技術

（CMTはフローニアス社の商品），すなわち溶接用ワイ
ヤの送給制御と電源の波形制御をより高い電流で志向
し，高電流域でのスパッタ低減などの溶接品質を高める
開発や埋もれアーク安定化の開発が行われている。
　レーザは発振効率が高まり，発振器の価格も下がって
いる。レーザ溶接は自動車を中心とした薄板の高能率で
高品質な溶接に適用が拡大しているが，自動車車体軽量
化で注目されているギガハイテン薄鋼板には，レーザ溶
接は万能ではない。溶接部の強度調整が可能なアーク溶
接が再注目されている。レーザ単体での熱源活用に加え
て，例えばアークと組み合わせて使用しハイブリッド化
することで，アーク溶接に新たな制御因子を加えてい
る。すでに造船では実機適用 5 ）が始まっており，溶融
金属を伴わないkWクラスの付加熱源として，魅力的で
ある。半導体レーザ（LD）を直接溶接熱源に使用する
装置も市販 6 ）されており，熱源複合化の試みは増える
と予想する。
　FSWは，低融点で軟質なアルミ材，例えば新幹線車
両等の長溶接線の板継溶接で成功している反面，複雑な
形状の継手への適用は得意ではない。鋼材への適用も基
礎実験レベルでは数多くの論文を見るが，実構造物に適
用した事例はない。鋼構造物の実生産においてコスト的
に十分な耐久性を有するFSWツールが存在していない
ことが最大の課題である。
2. 2　ロボット・自動溶接技術
　『サイクルタイムの短縮』『溶接品質の向上』『適用拡大』
といった普遍的ニーズに対する技術開発が継続されてい
る。加えて，昨今では，ICT・IoTが世界的に注目され

ており，たとえば，国土交通省では，海事産業の生産性
革命i-Shipping 7 ） を進めている。溶接工程における
CAD-CAMは全ての業種で共通する重要なニーズであ
る。
　また，業種を問わず国内を中心に溶接士，とくに熟練
溶接士不足が深刻な状況になっており，熟練士に代わる
自動化への期待は，より大きくなってきている。これら
ニーズに対応するため，ICT，IoTを活用した生産シス
テムの開発が進んでいる。

3 ．開発成果

3. 1　溶接・接合技術
　溶接プロセスとしては，新たなすみ肉溶接法である

「ハイブリッドタンデムマグ溶接法」，拡散性水素を低減
できる「水素吸引トーチ」，終端割れを防止する「片面
SAWプロセス」，異種金属接合法「エレメントアークス
ポット溶接法」，「ダボスポット溶接法」，熱源の複合化

「レーザアークハイブリッド溶接法」である。新たな溶
接材料としては，「高強度鋼用SR仕様FCW」，「 9 Cr耐
熱鋼用溶材」，「高温操業石油リアクタ用溶材」，「連続溶
接性に優れた建築鉄骨用溶材」の開発成果を報告する。
被覆アーク溶接棒は，ASEANなど今後経済成長が期待
される地域においては図 1 に示すように構成比率がまだ
まだ高く，開発要素も多い。「被覆アーク溶接棒被覆剤
の機能」に関しても掲載する。
3. 2　ロボット・自動溶接技術
　建設機械などへの適用が期待される「高速水平すみ肉
溶接法」は，熟練溶接士の技をロボット機能化して高能
率・高品質溶接を実現した技術である。造船分野では，
3 D-CAD連係により大組立溶接工程の自動化を実現し
た「造船大組立溶接ロボットシステム」，建築鉄骨では，
3 D-CAD連係と最適な溶接ワイヤによりH柱溶接工程
の自動化を実現した「鉄骨H柱溶接ロボットシステム」
について掲載する。

むすび＝溶接に対するニーズはより高度化し，より多様
化している。当社は，顧客が必要とする「質の良い溶接」
を提供するため，「溶接」に関する課題解決に向け，溶
接材料，溶接プロセス，溶接ロボットシステムに対する
要素技術の開発を推進し，世界の顧客に対して溶接ソリ
ューションを提案していく。
　
参　考　文　献
1 ） 新報株式会社. ウエルディングMART2017.
2 ） World Steel Association（2016年10月）.
3 ） 国土交通省HP, 日本造船業の目標, 将来の建造需要（理論建造

量）, p.5.
4 ） 鉄鋼技術. 2017, VOL.30, No.348, p.30.
5 ） 小野直洋ほか. 三井造船技報. 2016, No.216, p.13-19.
6 ） 藤原潤司ほか. 溶接技術. 2015, Vol.63, No.11, p.53-61.
7 ） 国土交通省ホームページ.
 http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji05_hh_000110.html

（参照2017-06-07）
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まえがき＝造船分野ではブロック製作期間中の防錆（ぼ
うせい）目的で，鋼板表面にショッププライマが塗布さ
れる。しかし，このプライマ塗布鋼板を溶接した場合，
アーク熱により塗膜が熱分解し，発生したガス（以下，
プライマガスという）が凝固過程で溶接金属に閉じこめ
られ，ブローホールやピットが生じる問題がある（図 1 ）。
　プライマ塗布鋼板の溶接における耐気孔性改善のため
に， 1 ）ショッププライマ組成の調整， 2 ）スラグ成分
を調整したフラックス入りワイヤ（以下，FCWという）
の開発，などの検討がこれまでに行われてきた 1 ）～ 4 ）。
しかし，いまだに解決には至っておらず，さらなる改善
が求められているのが現状である。そこで当社では，溶

接方法による改善を検討し，深溶け込み特性を特長とす
る『ハイブリッドタンデムマグ溶接法』（以下，HT-
MAGという）を開発した 5 ）～ 8 ）。本報では，HT-MAG
の気孔低減メカニズム，耐気孔性向上効果，低スパッタ
効果を紹介する。最後に下向き突合せ継手での適用例も
紹介する。

1 ．従来溶接法を用いたプライマ塗布鋼板の溶
接の現状

　
従来法であるシングル法およびタンデム法を用いて，

脚長約 7 mmの水平すみ肉溶接を行った。溶接条件を
表 1 に示す。溶接後，試験体に図 2 に示す方法により

ハイブリッドタンデムマグ溶接法
Hybrid Tandem MAG Welding Process

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

（論文）

We have developed a "hybrid tandem MAG welding process" (hereinafter referred to as "HT-MAG") 
to improve resistance against porosity during the welding of primer coated steel plates. The HT-
MAG is based on a concept in which a leading electrode allows the primer gas to be discharged 
while ensuring deep penetration, and a tailing electrode arranges the shape of the bead, the functions 
of these electrodes being separated. It has been confirmed that deep penetration can effectively be 
realized by reducing the torch angle of the leading electrode with respect to the horizontal plane and 
applying high-current low-voltage conditions. This allows the primer gas to be efficiently discharged 
from directly underneath the arc, advantageously reducing the porosities. This phenomenon has been 
directly observed in video images obtained by high-voltage X-ray transmission radiography through 
the molten pool.  The study has also confirmed a low spatter effect, along with a low distortion effect 
during downward butt welding.

袁　倚旻＊1

Yimin	YUAN

＊ 1  溶接事業部門　技術センター　溶接開発部

図 1  ショッププライマ塗布鋼板の水平すみ肉溶接の課題
Fig. 1  Problems of horizontal fillet welding with shop primer plate

図 2  RT観察方法
Fig. 2  RT observation method

表 1  従来法の溶接条件
Table 1  Conventional welding condition
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放射線透過試験（以下，RTという）を行った。従来法
においてRTにより観察された気孔発生状況を図 3 に示
す。従来法であるシングル法（溶接速度400 mm/min）
およびタンデム法（溶接速度1,000 mm/min）では，す
み肉ビード内部に多量の気孔が発生している。また，そ
の起点は立板端面と下板上面の板合わせルート部に沿っ
て直線上に揃（そろ）っていることがわかる。さらに，
1 stビードによって背面からのプライマガスの放出経路
が断たれるため， 2 ndビード側の気孔がより大きく成
長している。これらの結果から，板合わせルート部から
プライマガスが溶融池内部に侵入していることが示唆さ
れる。

2 ．気孔欠陥低減方法の考案とHT-MAGの構成

2. 1　気孔欠陥低減方法の考案
　当社において過去に研究された亜鉛めっき薄鋼板の重
ねすみ肉溶接では，シールドガス組成やパルス波形，溶
接ワイヤ組成の調整によってアーク直下の母材を深く掘
り下げることで，亜鉛ガスの大部分が溶融プール前方よ
り放出されることが報告されている。この亜鉛めっき薄
鋼板の重ねすみ肉溶接は，気孔欠陥低減の新たな手法と
して注目されている 9 ）～11）。プライマ鋼板の溶接におけ
る気孔発生メカニズムも亜鉛めっき鋼板の溶接と機構的
に同じと考えられる。したがって，アーク直下の母材ル
ート部を深く掘り下げることができれば，プライマガス
を排出することができ，気孔欠陥の大幅な低減が可能と
考えられる。それを実現するためには，深溶け込みを安
定して得ることが重要であり，新たな溶接方法の開発を
行った。
2. 2　HT-MAGの構成と特徴
　現在，造船業界で適用されている一般的なタンデム溶
接法は，先行極（以下，L極という）と後行極（以下，
T極という）に同一のFCWを使用しており，電極配置
も前後対称的である。このような構成のタンデム溶接法
の場合，溶接条件の調整だけでは前述のような耐気孔性
を改善するための深溶け込み溶接を実現することは困難
である。
　いっぽう，これまでの研究により，タンデム溶接法に
おいて溶込み深さを支配するのはL極であることがわか
っている。このため，HT-MAGではL極により深溶け
込みを確保しながらプライマガスを排出し，T極により
ビード形状を整えるといった両極の機能を分離するコン

セプトを考案した。このコンセプトを実現する溶接材
料，最適なトーチ配置や溶接条件を以下で紹介する。
　HT-MAGの構成を図 4 に示す。L極用には大電流の
炭酸ガス溶接でも低スパッタを維持し，深溶け込み溶
接 を 実 現 す る ワ イ ヤ 径1.6 mmの ソ リ ッ ド ワ イ ヤ
FAMILIARCTM 注 1 ）MG-50HMを開発した。また，T極
用にはビード形状を改善するために成分を最適化した
ワイヤ径1.4 mmのスラグ系FCW FAMILIARCTM MX-
50HMを開発した。
　最大の特徴は，板合わせルート部に対する溶込み深さ
を大きくするために，L極の水平面に対するトーチ角度
を20°としていることである。また，L極は埋もれアー
クによる深溶け込みを確保するために，高電流―低電圧
の溶接条件を適用している。溶込み深さと気孔発生との
関連性，そのメカニズムは次項にて述べる。
　また，L極はソリッドワイヤの埋もれアーク条件で溶
接するため，スラグ量が著しく少なく，凸ビードとなる。
この問題を解決するため，スラグ量や成分を最適化した
T極専用FCWを開発した。ビード形状を整えるため，
トーチ角度は45°としている。なお，L極では400A以上
の大電流で溶接するため，両極がアーク干渉しないよう
に，極間距離は30 mmとしている。

3 ．L極溶接条件の最適化と気孔発生の可視化

3. 1　L極トーチ角度の最適化
　総溶込み深さ（LPene）と未溶融部長さ（LRoot）,脚長（LLeg）
の定義を図 5 に示す。溶込み形成方向は，L極のトーチ
傾斜角度によって大きく変化すると考えられる。そこ
で，L極のトーチ角度θ1のみを 5 °から45°まで変化させ

脚注 1 ）FAMILIARCTM（ ）は当社の商標である。

図 3  従来法のRT結果と断面マクロ
Fig. 3  RT result and penetration of conventional process

図 4  HT-MAGの概要とトーチ配置
Fig. 4  Schematic of HT-MAG and torch arrangement
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て，溶込み深さとの関係を調査した（図 6 ）。図 6 の結
果よりθ1を45°から20°まで小さくすることで，溶込み
形成方向が変化することがわかる。また，片側の溶込み
深さLPene（F）は，4.5 mmから6.5 mmまで深くなること
がわかる。下板側へのトーチ干渉等を考慮し，L極の最
適トーチ角度を20°にした。
3. 2　L極溶接電流・アーク電圧の適正化
　図 7 にL極溶接電流と溶込み深さLPeneの関係を示し
ており，ほぼ線形関係である。L極溶接電流が350 Aで

は多量のスパッタが発生する上，十分な溶込み深さを得
ることができず，550 A以上ではアーク力およびL-T極
間の湯溜（だ）まりが過大・不安定となり，正常なビー
ド形成が困難であった。したがって，HT-MAGの適正
なL極溶接電流範囲は400～530 Aである。
　また，HT-MAGではL極を大電流の埋もれアークに
することが重要であり，適正な溶接電流・アーク電圧比

（以下，I/Vという）領域がある。I/Vが大きいと，ワイ
ヤが溶融プールに突っ込み過ぎた状態となり，安定した
埋もれアーク溶接ができない。また，I/Vが小さいと，
オープンアークとなり，低スパッタを維持できず深溶け
込みが得られないため，耐気孔性も劣る。図 8 にL極溶
接電流とアーク電圧の関係を示す。I/Vの適正範囲が
15.0～18.2となることがわかる。
3. 3　溶込み深さと気孔発生量の関係
　つぎに，溶接条件を変化させて溶込み深さとブローホ
ール発生量の関係を確認した。ブローホール発生量を評
価するため，脚長 7 mm程度の両側水平すみ肉溶接を行
い，図 2 に示す方法でRTを行った。また，RTフィル
ムから測定した溶接線100 mmあたりの気孔面積の合計
値をブローホール発生量として比較した。一例として， 
LPeneが大・小の試験体のRTフィルム写真と断面マクロ
写真を図 9 に示す。LPene=4.7 mmの場合，ビード内部
に大きく成長した多量の気孔が発生していることがわか
る。いっぽう，LPene=9.4 mmの場合，気孔が生じても
ルート部近くで成長が止まり，ビードの奥に残留する。
　溶込み深さLPeneとブローホール発生量の関係を図10
に示す。溶込み深さが大きくなるとともに，ブローホー
ル発生量も少なくなることがわかる。深溶け込みにする
ことで，気孔低減に有利であることが示唆される。その
原因はプライマガスがアーク直下でより効率的に排出さ

図 9  RT観察結果と溶込み深さの比較
Fig. 9  Comparison of RT result and penetration depth

図 7  L極溶接電流と溶込み深さの関係
Fig. 7  Relationship between current of leading electrode and 

penetration depth

図 6  L極トーチ角度とLPene（F）の関係
Fig. 6  Relationship between torch angle of leading torch and 

LPene(F)

図 5  LPene, LRoot とLLegの定義
Fig. 5  Definition of LPene, LRoot and LLeg

図 8  L極溶接電流とアーク電圧の関係
Fig. 8  Relationship between current and arc voltage of leading 

electrode
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れるためと考えられる。
3. 4　従来法とHT-MAGにおける気孔発生の可視化
　上記気孔形成現象を確認すべく，高輝度X線透過型装
置を用いて溶接中の溶融池内気泡の挙動を観察した。造
船分野で使用するプライマ塗布鋼板のプライマ膜厚は15
μmが標準であるが，本試験は膜厚を30μmによる加速
試験とし，かつ明瞭なX線像を得るべく，重ねすみ肉継
手にて観察した（図11）。また，いずれも 1 stビード側
を溶接し，背面からのプライマガス放出経路が断たれた
状態で，逆側である 2 ndビード側を観察した。
　従来法による溶接中の溶融池内気泡の挙動観察結果を
図12に示す。アーク直下の点線は固液境界線を示して
おり，溶込み深さを意味している。溶融池内にブローホ
ールが存在すると，X線像では周りよりも白く写る。板
合わせルート部にて気化したプライマガスがアーク直後
の溶融池内部に侵入し，ルート部を起点に成長すること
によってブローホールあるいはピットが形成されていく
様子が観察された。
　いっぽう，図13に示すHT-MAGでは，L極のワイヤ
先端が溶融池内部に埋もれ，そのアーク力によって母材
が深く掘り下げられている様子が観察された。このよう
な状態を安定・維持させると，溶融池内で気孔が成長し
ないことがわかった。アーク直下の溶融池厚さが減少
し，プライマガスの圧力を抑え込む力が相対的に低減さ
れて，プライマガスが溶融池前方から外へ排出される。
すなわち，プライマガスが溶融池外に抜けるルートが確
保されることが，溶融池内で気孔が成長しない理由と考
えられる（図14）。

4 ．HT-MAGの効果

4. 1　耐気孔性向上効果
　表 1 に示す水平すみ肉継手（板厚12 mm）で，HT-
MAGにより溶接した結果を図15に示す。従来法である
タンデム法（図 3 ）と同一溶接速度1,000 mm/minにお
いて， 1 st側， 2 nd側ともに気孔の発生は認められなか
った。断面マクロを確認した結果，従来法であるシング
ル法およびタンデム法では，板合わせルート部に約
7 mmの未溶融部長さLRootがある。これに対して，HT-
MAGでは完全溶込みとなっている。
　また，溶接速度あるいは板厚が増加すると，完全溶込
みが達成されなくなるが，気孔欠陥は大幅に増加しない

ことを確認した（図16）。なお，断面マクロ写真でわか
るように，従来法ではブローホールがビード表面近くま
で大きく成長し，ビード表面をショットブラスト処理す

図10  LPeneとブローホール発生量の関係
Fig.10  Relationship between LPene and area of blowhole

図12  従来法の気孔挙動観察
Fig.12  Behavior of blowhole generation in conventional process

図13  HT-MAGの気孔挙動観察
Fig.13  Behavior of blowhole exhausting in HT-MAG

図14  気孔減少メカニズム
Fig.14  Mechanism of blowhole reduction

図15  HT-MAGのRT結果と断面マクロ
Fig.15  RT result and penetration of HT-MAG

図16  ブローホール発生量の比較
Fig.16  Comparison of area of blowhlole

図11  X線観察方法
Fig.11  X-ray observation method

http://www.kobelco.co.jp/technology-review/mov/67_1/671-3-f12.mp4
http://www.kobelco.co.jp/technology-review/mov/67_1/671-3-f13.mp4


神戸製鋼技報/Vol. 67 No. 1（Mar. 2018） 9

ると，ピットとして現れやすい。いっぽう，HT-MAG
では，気孔が生じてもルート部にとどまっているため，
ピットになる問題も低減される。
4. 2　スパッタ低減効果
　HT-MAGと従来法を用いて,下向きすみ肉溶接をした
場合のスパッタ発生量を図17に示す。HT-MAGのスパ
ッタ発生量は，従来タンデム法より66%低減される。
HT-MAGがソリッドワイヤを用いた大電流の炭酸ガス
溶接にも関わらずスパッタ発生量が少ない理由を調べる
ために，高速度カメラによる溶滴移行観察を行った。
　一般的に，ソリッドワイヤの高電流炭酸ガス溶接では
緊縮して高まったアーク力により押し上げられた溶滴が
回転しながら周囲に飛散し，多量のスパッタになる（図
18（a））。いっぽう，HT-MAGではアーク電圧を低く維
持し，アーク長を著しく短くして埋もれアークにするこ
とで，溶滴がグロビュール移行からスプレー移行に変化
する（図18（b））。これは，アークが開先内に埋もれた

状態になるとワイヤ側面と開先面でアークが発生し，ワ
イヤ先端がシャープになって溶滴の離脱が容易になるた
めと考えられる。したがって，高電流炭酸ガス溶接でも
深溶け込み化しつつスパッタを大幅に低減できることが
わかった。

5 ．下向き突合せ溶接への適用

　従来法であるSAW法は大入熱溶接法であるため，板
厚 9 mmにおける中薄板の下向き突合せ溶接では，ひず
みが大きい問題がある。そこで，HT-MAGの深溶け込
み特性を生かした高速溶接よる入熱量の低減およびひず
み低減効果を検証した。HT-MAGと従来法であるSAW
法による板厚 9 mmのI開先の下向き両面突合せ溶接で
のビード外観，断面マクロ写真，ひずみ測定の結果を
図19に示す。HT-MAGの溶接速度はSAW法の約 2 倍
であるにもかかわらず，完全溶込みとなる。また，試験
体の幅方向および長手方向にてひずみを測定した結果，
HT-MAGはSAW法に比べて，ひずみが最大 1 / 5 にま
で低減していた。
　また，従来のガスシールドアーク溶接法を用いた中厚
板溶接では，開先加工を行い，多層溶接を行っている場
合がある。そこで，HT-MAGの深溶け込みを生かし，
開先加工をなくして施工能率を向上させることが可能か
を検討した。板厚16 mmI開先での両面溶接試験を行っ
た。そのときの条件はL極溶接電流を460 A，500 A，
溶接速度1,000 mm/minとした。結果を図20に示す。試
験結果より，460 A以上では 1 パス完全溶込み溶接が可
能であることがわかった。HT-MAGを用いることによ

図19  I開先溶接のビード外観と断面マクロの比較（板厚 9 mm）
Fig.19  Comparison of bead appearance and cross sectional macrostructure of I butt welding (Thickness: 9 mm)

図17  スパッタ発生量の比較
Fig.17  Comparison of spatter generation rate

図18  溶滴移行の観察
Fig.18  Observation of droplet transfer

(a) Conventional CO2 welding process  (b) HT-MAG
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り，開先加工が不要となり，施工能率が向上する可能性
が示唆された。

むすび＝当社ではアーク直下の排出経路の安定開口を実
現するために，最適な溶接材料，トーチ配置や溶接条件
の組合せを見いだし，耐気孔性向上・深溶け込みを特徴
とする「ハイブリッドタンデムマグ溶接法」を開発した。
また，高輝度X線透過型装置を用いてこれまで十分に解
明されていなかった気孔発生現象を明らかにした。
　今後は実用化のための問題を解決し，実施工条件を確
立していく。また，当社の強みを活かし，溶接材料，施
工法を組合せた新たな溶接ソリューションを引き続き提
供していく。　

参　考　文　献
1 ） 鎌田政男. 溶接学会誌, 1993, Vol.62, p.507.
2 ） 鎌田政男ほか. 溶接学会全国大会講演概要, 1991, Vol.48, p.78.
3 ） 真木成美ほか. 溶接学会全国大会講演概要, 1988, Vol.43, p.234.
4 ） 黒川剛志. 神戸製鋼技報, 2000, Vol.50, No.3, p.74-77.
5 ） 袁　倚旻ほか. 溶接学会全国大会講演概要, 2012, Vol.90, p.8-9.
6 ） 袁　倚旻ほか. 溶接学会全国大会講演概要, 2013, Vol.92, p.16-

17. 
7 ） 袁　倚旻ほか. 溶接学会全国大会講演概要, 2014, Vol.94, p.124-

125. 
8 ） 袁　倚旻ほか. 溶接学会溶接法研究委員会, 2014-11.
9 ） 泉谷　瞬ほか. 溶接学会全国大会講演概要, 2012, Vol.90, p.92.
10） 中村一生ほか. 溶接学会全国大会講演概要, 2012, Vol.90, p.94.
11） 泉谷　瞬ほか. 神戸製鋼技報, 2013. Vol.63, No.1, p.54-59.

図20  I開先溶接のビード外観と断面マクロの比較（板厚16 mm）
Fig.20  Comparison of bead appearance and cross sectional macrostructure of I butt welding (Thickness: 16 mm)

PDFにて本記事をご覧の方へ

図12，図13にある動画マーク をクリックいた
だくと動画が再生されます。
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まえがき＝球形タンクや圧力容器などの建造では，溶接
施工後，溶接によって導入された残留応力を低減し，じ
ん性や疲労特性を向上させることを目的に溶接後熱処理

（Post weld heat treatment，以下PWHTという）が行
われる。いっぽう，近年のエネルギー需要増大に伴って
これら構造物は大型化，高圧力化される傾向にあり，適
用される鋼材の高強度化が進んでいる。鋼材の高強度化
に伴い，溶接材料もより高強度のものが要求されてい
る。また，溶接施工の高能率性から，全姿勢の溶接性に
優れたルチール系フラックス入りワイヤ（Flux-cored 
wire，以下FCWという）が要望されている。しかし，
引張強さ610 MPa級鋼（以下，HT610という）用以上の
従来のルチール系FCWによる溶接金属では，PWHT後
にじん性が大きく低下することが課題であり 1 ），2 ）,実用
化に至っていない。
　従来，引張強さ550 MPa級鋼用以下の溶接金属におけ
るPWHT後のぜい化は，不純物元素のNb, Vが炭化物
を形成して析出硬化を起こすことが一因であると考えら
れていた 3 ），4 ）。しかしながら，HT610級鋼用以上の溶接
金属では，これら不純物元素を低減するだけでは
PWHT後に十分なじん性が得られず，さらなる組織制
御によるじん性向上が必要であった。
　ここでは，HT610級鋼用ルチール系FCWで溶接金属
を作製し，PWHT後のじん性とミクロ組織の関係を調

査した。さらに，PWHT後も良好なじん性を示す溶接
金属成分を見いだすことを目的に，各合金元素がミクロ
組織に及ぼす影響を調査した。

1 ．実験方法

　種々の成分を持つ低合金高張力鋼（HT610級鋼）用
FCWを試作した。表 1 に本実験で試作した溶接金属の
成分組成範囲を示す。板厚20 mm，開先角度20°，ルー
トギャップ16 mmの試験板に対し，試作したワイヤを
用いてシールドガス組成80%Ar+20%CO2の多層溶接を
行って溶接金属を作製した。なお，試験板にはJIS G 
3106 SM490Aを用い，母材との希釈を防ぐために開先
面に対し 2 層のバタリングを試作ワイヤを用いて行っ
た。溶接時の平均入熱は1.2 kJ/mm，予熱温度は90～
110℃，パス間温度は140～160℃であった。溶接後に620
℃で 8 時間のPWHTを行い，溶接金属の中央部から引
張試験片とシャルピー衝撃試験片とを切り出し，溶接金
属の強度およびじん性を評価した。さらに，光学顕微鏡
および透過電子顕微鏡（TEM）を用いて溶接金属のミ
クロ組織観察を行った。TEM観察試料の作製には抽出
レプリカ法を用いた。

2 ．PWHTによるじん性低下

　当社の従来材による溶接金属（HT690級，化学成分；

PWHT後じん性が良好なHT610級鋼用フラックス入りワ
イヤ
Flux-cored Wire for HT610 Class Steel Showing Excellent Toughness after 
PWHT

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

（論文）

A detailed study has been conducted to improve the notch toughness after post weld heat treatment 
(PWHT) of weld metal made from a flux-cored wire for the class of steel with a tensile strength of 610 
MPa or higher. The microstructure and carbide morphology after PWHT at 620°C were investigated. 
The results have revealed that the size of cementite particles precipitating along the prior austenite 
grain boundaries significantly affects the toughness. Presumably this was caused by the cementite 
precipitates acting as the origin of grain boundary fracture. To refine the cementite precipitates on 
grain boundaries, it has been found to be effective to adjust the amount of C, Cr and/or Mo, carbide 
forming elements. This study has resulted in a welding metal with an optimum composition for HT610 
class steel, the welding metal having an excellent strength after PWHT and toughness at －40°C.

北川良彦＊1（博士（工学））

Dr.	Yoshihiko	KITAGAWA
笹倉秀司＊1

Shuji	SASAKURA
井元雅弘＊2

Masahiro	INOMOTO
名古秀徳＊2

Hidenori	NAKO
岡崎喜臣＊2

Yoshitomi	OKAZAKI

＊ 1  溶接事業部門　技術センター　溶接開発部　＊ 2  技術開発本部　材料研究所

表 1  供試溶接金属の成分範囲（mass%）
Table 1  Chemical composition range of deposited metal used for this study (mass%)
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0.05%C-0.36%Si -1.90%Mn-0.89%Ni-0.42%Mo-0.07%Ti 
-0.003%B）の溶接のままおよびPWHT後の機械的性質
を図 1 に示す。引張強さはPWHT後も610MPa以上を
満足している。しかし，－40℃のシャルピー吸収エネル
ギーは，溶接のままの90Jに対して，PWHT後は37Jと
大きく低下している。PWHT後のシャルピー衝撃試験
片（－40℃）の走査電子顕微鏡（SEM）による破面観
察結果を図 2 に示す。破面中には旧オーステナイト粒界
に沿った破壊が多く見られ，粒界破壊が生じたことによ
って吸収エネルギーが低下したと考えられる。
　溶接金属の光学顕微鏡（OM）およびTEMによるミ
クロ観察組織を図 3 に示す。光学顕微鏡によるミクロ組
織では，溶接のままとPWHT後で大きな違いは見られ
ない。いっぽう，TEMによるミクロ組織では，PWHT
によって粒界や粒内の炭化物が粗大化しているのが観察
された。とくに，旧オーステナイト粒界では粗大な炭化
物が連続的に析出しており，これらが粒界破壊の起点と
なってじん性が低下した可能性が示唆された。
　表 1 に示す成分範囲における，旧オーステナイト粒界
の炭化物サイズと－40℃吸収エネルギーの関係を図 4
に示す。炭化物のサイズは，旧オーステナイト粒界に沿
って析出している炭化物の面積をTEMの明視野像より
測定し，その面積に対応する円相当径の平均値とした。
粒界の炭化物サイズが大きくなるほど吸収エネルギーが
低下しており，両者には明確な相関が見られる。すなわ
ち，じん性を低下させないためには，PWHT後に粒界
の炭化物を粗大化させないことが有効と考えられる。そ
こで， Cおよび主要な炭化物形成元素であるMo, Crに着
目し，これらの元素が炭化物生成およびじん性に及ぼす
影響を調査した。

3 ．C, Mo, CrがPWHT後の炭化物生成および
じん性に及ぼす影響

3. 1　Cの影響
　まず，Cの影響について検討を行った。溶接金属中の
C量とPWHT後における旧オーステナイト粒界の炭化
物サイズとの関係を図 5 に示す。図よりC量が増加する
とともに炭化物サイズが大きくなる傾向が見られた。C
量の増加は炭化物サイズの増加に単純に寄与し，C量を
低減することによってPWHT後のじん性を向上させる

ことができると考えられる。しかしながら，C量の低減
は同時に溶接金属の焼入れ性低下による組織粗大化を招
くため，下限量についても配慮が必要である。本実験で
は，C量が0.04%を下回ると旧オーステナイト粒界に沿
って粗大フェライトが生成し，溶接のままにおけるじん
性が低下した。したがって， 0.04%程度のC量は必要と
考えられる。

図 4  旧オーステナイト粒界の炭化物サイズと-40℃衝撃吸収エネ
ルギーの関係

Fig. 4  Relationship between carbides sizes at prior-austenite grain 
boundary (PAGB) and absorbed energy at －40℃

図 3  溶接金属のミクロ組織
Fig. 3  Microstructures of weld metal

図 2  PWHT後の－40℃シャルピー衝撃試験片破面
Fig. 2  Fracture surface of Charpy impact test specimen at －40℃ 

after PWHT図 1  従来材の溶接金属の機械的性質（HT690級）
Fig. 1  Mechanical properties of weld metal with conventional wire 

(HT690 class)
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3. 2　Moの影響
　つぎに，Moの影響を調査した。溶接金属中のMo量
と，PWHT後の旧オーステナイト粒界の炭化物サイズ
および－40℃吸収エネルギーの関係を図 6 に示す。Mo
量が増加するとともに旧オーステナイト粒界の炭化物サ
イズは小さくなっているが，吸収エネルギーは低下する
傾向が見られた。とくにMo量が0.4%を超えると吸収エ
ネルギーの低下が顕著になる。溶接金属中のMo量が
0.2%と0.6%におけるPWHT後のTEM観察組織を図 7
に示す。Mo量が増加すると微細な析出物が粒内で増加
しているのが観察される。この析出物はMo2Cであり，
粒内のMo2C生成は粒界の炭化物成長をある程度抑制す
る効果があると考えられる。しかしながら，Mo2Cの粒
内析出は 2 次硬化を生じる。すなわち，硬化によるぜい
化の影響がより大きく作用した結果，じん性が低下した
と推察される。ぜい化を抑えつつHT610級鋼用の強度
を確保するためには，Mo添加量を0.4%程度にすること
が望ましいと考えられる。
3. 3　Crの影響
　最後に，Crの影響についての検討結果を以下に示す。
Crの場合は，同時に添加されるNi量により異なる炭化

物の生成挙動が観察された。2 水準のNi添加量（0.9%, 
2.5%）における溶接金属中のCr量と，PWHT後の旧オ
ーステナイト粒界の炭化物サイズおよび－40℃吸収エネ
ルギーとの関係を図 8 に示す。ばらつきは見られるが，
Ni量が0.9%の溶接金属では，Cr量が0.25%付近で炭化
物サイズは最小値，吸収エネルギーは最大値を示した。
いっぽう，Ni量が2.5%の溶接金属においては，Cr量が
少ないほど炭化物サイズが小さくなり，吸収エネルギー
は増加した。
　Ni0.9%，Cr0.26%添加の溶接金属中に生成した粒界
炭化物のTEM観察結果を図 9 に示す。図 9（a）の明視
野像中に矢印で示す粗大な炭化物から得られた制限視野
回折（SAD）像を図 9（b）,エネルギー分散型X線（EDX）
分析結果を図 9（c）に示す。SAD像の解析により，炭
化物はセメンタイトと同定された。また，EDX分析で
はセメンタイト中にCrの固溶が確認された。Crはセメ
ンタイト中に固溶し，セメンタイトの成長を抑制するこ
とが知られている 5 ），6 ）。拡散速度の遅いCrによりセメ
ンタイトの成長が抑制された結果，Cr量が0.25%付近で
セメンタイトのサイズが最小になったと考えられる。い
っぽう，Cr量が0.25%を超えると，セメンタイトの成長
に必要なCrの供給が増加するため，抑制効果が失われ
て再びサイズが増加に転じたと考えられる。

図 6  Mo量と旧オーステナイト粒界の炭化
物サイズおよび－40℃衝撃吸収エネ
ルギーの関係

Fig. 6  Relationships among Mo content in 
weld metal and carbide size at PAGB 
and absorbed energy at －40℃

図 8  溶接金属のCr量と旧オーステナイト粒界の炭化物サイズおよび－40℃衝撃吸
収エネルギーの関係

Fig. 8  Relationships among Cr content in weld metal and carbide size at PAGB and 
absorbed energy at －40℃

図 5  溶接金属中の炭素量と旧オーステナイト粒界の炭化物サイ
ズの関係

Fig. 5  Relationship between carbon content in weld metal and 
carbide size at PAGB 

図 7  Mo量0.2%および0.6%の溶接金属のTEM観察組織
Fig. 7  TEM micrographs of weld metal containing 0.2% Mo and 

0.6% Mo
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　Ni2.5%，Cr0.18%添加の溶接金属中に生成した粒界
炭化物のTEM観察結果を図10に示す。図10（a）の明視
野像で観察される粒界炭化物は，図 9（a）に比べて生成
量が少なく，サイズもやや小さくなっている。図10（b）
に図10（a）の矢印で示される炭化物のEDX分析結果を
示す。図 9（c）と同様にCrが検出されていることから，
Crが固溶したセメンタイトであると考えられる。2.5%Ni
系においても，固溶Crによるセメンタイト成長の抑制
効果はあると思われるが，図 8 に示したように2.5%Ni
系ではCr量が増加するとともにPWHT後の炭化物サイ
ズは大きくなっている。そこで，Cr量がセメンタイト
生成量に及ぼす影響を検討した。
　Ni量0.9%および2.5%の成分系における620℃でのCr
量によるセメンタイト生成量を，熱力学計算ソフト
Thermo-Calc（Thermo-Calc Software AB社, Ver. S, 
database: TCFE 7 ）を用いて計算した（図11）。Ni量
0.9%ではCr量によるセメンタイト生成量はほとんど変
化しないが，Ni量2.5%ではCr量が減少するとともにセ
メンタイト生成量が大きく減少している。これらの結果
から，Ni量2.5%の成分系においては，Cr添加によるセ
メンタイトの成長抑制効果よりも，Cr低減によるセメ

ンタイトの生成抑制効果が大きく寄与しセメンタイトが
微細化したと考えられる。

4 ．最適成分系溶接金属の機械的性質

　以上より得られたNi量0.9%および2.5% 2 系統におけ
る溶接金属の最適成分を表 2 ，それぞれの機械的性質 

図10  溶接金属のTEM観察組織（2.5%Ni，0.18%Cr）
Fig.10  TEM micrograph of weld metal (2.5%Ni, 0.18%Cr)

図11 Thermo-Calcによる620℃におけるセメンタイト生成量の計
算結果

Fig.11  Fraction of cementite at 620℃ calculated by Thermo-Calc

図 9  溶接金属（0.9%Ni，0.26%Cr）のTEM観察組織
Fig. 9  TEM micrograph of weld metal (0.9%Ni, 0.26%Cr)
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を図12に示す。SiおよびMnはPの粒界偏析を助長する
という知見 7 ），8 ）および強度とじん性とのバランスの観
点から，Siの添加量は0.15%，Mnは1.4%とした。620℃，
8 時間PWHT後における引張強さは，いずれの成分系
の溶接金属も610 MPa以上であり，HT610級鋼用として
十分な値が得られている。PWHT後における－40℃吸
収エネルギーも従来材に比べて高い値が得られている。
とくに，2.5%Ni系ではPWHT後も値が低下していない。
なお，いずれの成分系の溶接金属もPWHT後のシャル
ピー衝撃試験片の破面上に，粒界破壊は見られなかっ
た。PWHT後により優れたじん性を示した2.5%Ni系の
FCWを「TRUSTARCTM 注 1 ）DW-A62LSR」として商品
化を行った。

むすび＝高張力鋼（HT610級鋼）用FCWによる溶接金
属について，PWHT後のミクロ組織および炭化物形態
とじん性の関係を調査し，良好なじん性を得るための溶
接金属成分を検討した。本調査で得られた結果を以下に
示す。

（ 1 ） PWHT後の旧オーステナイト粒界の炭化物サイズ
とじん性の関係を調査した結果，両者には明らかな
相関が見られた。PWHT後のじん性低下は，粗大

化した炭化物（セメンタイト）が粒界破壊の起点に
なることによると考えられる。

（ 2 ） Cおよび主要な炭化物生成元素であるMo, Crにつ
いて，炭化物生成およびじん性に及ぼす影響を調査
した。Cは0.04%，Moは0.4%程度の添加に抑える
のが望ましく，Crについては添加するNi量により
影響が異なることが明らかとなった。

（ 3 ） 検討の結果得られたNi量0.9%および2.5% 2 系統の
溶接金属でPWHT後の機械的性質を評価した。い
ずれもHT610級鋼用として十分な強度を持ち，従
来材に比べて良好なじん性を示した。

（ 4 ）より優れたPWHT後のじん性を示した2.5%Ni系の
FCWを「TRUSTARCTM DW-A62LSR」として商品
化した。
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脚注 1 ）TRUSTARCTM（ ）は当社の商標である。

図12  本研究で得られた溶接金属の機械的性質
Fig.12  Mechanical properties of weld metal obtained in this study

表 2  本研究で得られた最適溶接金属の化学成分 (mass%)
Table 2  Optimal chemical compositions of weld metal obtained in this study (mass%)
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まえがき＝2020年に開催される東京オリンピックの影響
もあり，首都圏を中心に建築需要が拡大している。近年
の高層ビルや商業施設などは，大型化や構造が複雑化
し，従来どおりの490 MPa級鋼を使用すると，鉄骨の厚
肉化や大断面化が進んでしまう。厚肉化，大断面化によ
り鉄骨重量が増加し，その加工や運搬にかかるコストや
工期も必然的に増加する。この課題を解決する手段の一
つとして高強度鋼材の需要が高まっており，耐力
385 MPa／引張強さ550 MPa級鋼や耐力440 MPa／引張
強さ590 MPa級鋼といった高強度鋼材の適用が拡大して
いる 1 ）。高強度鋼材を適用することで，鋼材を薄肉化で
きたり構造の自由度を高めたりでき，鋼材重量減少によ
るコスト削減に加え，加工，運搬，組立工程の短縮にも
つながるなど，多くのメリットがある。
　いっぽう，住宅をはじめとした軽量鉄骨を用いた建築
物の需要も順調に伸びている。これら住宅用途向け表面
処理鋼板として，溶融亜鉛めっき鋼板が使用されてい
る。亜鉛めっき鋼板は，耐食性に優れ，鋼構造製品の品
質向上・長寿命化に寄与することから，住宅以外にも自
動車，家電，水道管など多くの分野で採用されている。
最近では，住宅のさらなる長寿命化需要の高まりの影響
を受け，耐食性をさらに向上させた高耐食溶融めっき鋼
板が拡大を見せている 2 ）。
　これら高強度鋼材や亜鉛めっき鋼板を溶接する場合に
は，溶接金属の機械的性質や溶接作業性を考慮し，適切
な溶接材料と施工法を選定することが極めて重要であ
る。そこで，本稿では，上述した課題に対応するために
当社が開発を進めてきた建築鉄骨向けソリッドワイヤと

亜鉛めっき鋼板用溶接材料について，それぞれの特徴や
品質について解説する。

1 ．建築鉄骨向け炭酸ガスアーク溶接ソリッド
ワイヤ

1. 1　REGARCTM 注 1 ）溶接専用ソリッドワイヤ
　鉄骨溶接では，比較的安価な炭酸ガスをシールドガス
として用い，能率を高めるために高電流で溶接すること
が主流である。とくに，高電流域では溶滴が不規則なグ
ロビュール移行となるため，スパッタ発生量が増加する
という課題を長年抱えていた。この課題に対し，当社が
開発したREGARCTM溶接法は，特殊なパルス波形制御
を行うことにより溶滴の形成と離脱を安定化させ，スパ
ッタ発生量を大幅に低減する溶接施工法であり，適用が
急激に拡大している 3 ）。
　REGARCTM溶接法による低スパッタの効果を発揮させ
るためには，REGARCTM溶接専用ワイヤの使用が推奨さ
れる。FAMILIARCTM 注 2 ）MG-56R（N），TRUSTARCTM 注 3 ） 
MG-60R（N）（以下，MG-56R（N），MG-60R（N）という）は，
当社独自技術による特殊な表面処理を施すことで，従来
ワイヤの優れた溶接金属の機械的性質やスラグ剥離性を
維持しつつ，REGARCTMの特殊波形制御に適した優れ
た通電性，耐チップ融着性，およびワイヤ送給性を有し
ている。このため，アーク安定性に優れ，スパッタ発生

建築市場の需要に対応した溶接材料の展開
Development of Welding Consumables Responding to Demand in Construction 
Market

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

（解説）

Modern structures, such as skyscrapers and commercial facilities, are becoming larger in size and 
more complex, increasing the demand for welded joints with higher efficiency and quality. To meet 
this demand, we have optimized the surface characteristics of welding wires to develop a wire with 
feedability and weldability more favorable than those of conventional ones. The newly developed wire 
can suitably be combined with the REGARCTM process, and its application is expanding in the field 
of steel frames. In housing and other areas, light-gauge steel frames of zinc-coated steel have been 
used; however, porosities generated at the time of welding have been causing problems. In order to 
reduce these porosities, it is important to discharge zinc gas directly under the arc, which requires 
the optimization of the arc force and molten-metal viscosity. On the basis of this concept, we have 
developed a series of welding consumables with excellent porosity resistance.

横田泰之＊1

Yasuyuki	YOKOTA

＊ 1  溶接事業部門　技術センター　溶接開発部

脚注 1 ）REGARCTM（ ）は当社の商標である。
脚注 2 ）FAMILIARCTM（ ）は当社の商標である。
脚注 3 ）TRUSTARCTM（ ）は当社の商標である。
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量の極めて少ない溶接を可能にする。
　MG-56R（N）とMG-60R（N）のJISおよび溶着金属の機
械的性質の一例を表 1 に示す。また，REGARCTM溶接
法にて専用ワイヤと従来ワイヤを用いた場合のスパッタ
発生量を図 1 に示す。専用ワイヤを用いることで，従来
ワイヤに比べて約40%スパッタ発生量が低減している。

MG-56R （N）を用い，角形鋼管ならびに円形鋼管柱とダ
イヤフラムの溶接を行った継手の機械的性質の一例を表
2 に示す。なお，溶接は当社製の柱大組溶接ロボットシ
ステムを用い，表 3 に示す条件にて行った。図 2 に溶
接後の柱・ダイヤフラムおよびシールドノズルへのスパ
ッタ付着状況を示す。従来溶接法に比べ，柱・ダイヤフ

表 1  全溶着金属の機械的性質一例
Table 1  Mechanical properties of deposited metal

表 3  柱－ダイヤフラム溶接継手の溶接施工条件
Table 3  Welding procedure of column - diaphragm weld joint

表 2  MG-56R（N）による柱－ダイヤフラム継手の機械的性質一例
Table 2  Mechanical properties of column - diaphragm weld joint with MG-56R(N)

図 1  REGARCTM溶接用ワイヤと従来ワイヤによるスパッタ発生量の比較
Fig. 1  Comparison of spatter generation rate between developed wire and conventional wire
(Wire diameter: 1.2mm, Shielding gas: 100% CO2, Welding condition: 290A-38V-400mm/min)
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ラムやシールドノズルへの付着スパッタ量は大幅に減少
している。これは，スパッタ除去作業やシールドノズル
清掃頻度の低減や，シールドノズル閉そくにともなうじ
ん性劣化の防止につながる。
1. 2　半自動溶接ソリッドワイヤ
　JIS Z 3312 YGW18に該当するアーク溶接ソリッドワ
イヤであるFAMILIARCTM MG-56（以下，MG-56という）
は，半自動溶接における溶接作業者の負荷軽減を目指し
て開発された。従来の溶接金属性能を維持しつつ，溶接
作業者の視点から溶接作業性をさらに向上させた製品に
なっている。
　ワイヤ表面に特殊な処理を施すことで，MG-56は従来
ワイヤに比べてワイヤ送給性に優れるという特長を有す
る。図 3 に示すワイヤ送給経路にて溶接した際の溶接電
流，電圧およびワイヤ送給抵抗の時間挙動を従来ワイヤ
と比較した結果を図 4 に示す。いずれも変動が小さくな
っている。これは，アークやワイヤ送給が安定している

ことを示しており，トーチ振動が軽減されるだけでな
く，スパッタ発生量の低減にもつながる。これにより，
溶接後のスパッタ除去作業が軽減される。また，スパッ
タがシールドノズルに付着してシールド性を劣化させる
可能性が低くなるため，じん性の安定化にもつながる。
　なお，MG-56のワイヤ化学成分と全溶着金属の機械的
性質一例を表 4 および表 5 に示す。ワイヤ成分や機械
的性質は従来ワイヤと同等である。

2 . 亜鉛めっき鋼板用溶接材料

2. 1　亜鉛めっき鋼板溶接時の問題点
　亜鉛めっき鋼板の溶接においては，アーク熱により気
化した亜鉛ガスが，ピットやブローホールなど気孔欠陥
の原因になる。同時に，アーク安定性を阻害し，スパッ
タやヒューム発生量の増加につながるなど溶接作業性を
悪化させるという問題を抱えている。これらの問題は，
亜鉛めっき鋼板の亜鉛付着量（単位面積当たりに付着し
ている亜鉛皮膜質量，g/m2）が多いほど顕著となる。
気孔欠陥発生メカニズムを図 5 に示す。亜鉛の沸点は約
900℃であり，アーク熱により気化した亜鉛は多量のガ
スとなる。この亜鉛ガスは溶接金属内部に残留し気孔欠
陥となる。また，アーク直下で噴出したガスは，アーク
を乱して安定した溶滴移行を妨げ，スパッタ発生量を増
加させる原因にもなる 4 ）。
　気孔欠陥は外観の劣化や継手強度を低下させるため，
手直しが必要になる場合が多い。また，付着したスパッ
タも外観の劣化につながるため，除去作業が発生するな
ど，いずれも品質や生産性の低下をもたらす。したがっ
て，亜鉛めっき鋼板の溶接においては，これらの欠陥を
最小限に抑えることが極めて重要であり，適切な溶接施
工法と溶接材料の選定が必要である。
　これらの問題を解決するために，当社は亜鉛めっき鋼
板溶接用ソリッドワイヤ，フラックス入りワイヤおよび
被覆アーク溶接棒の開発を行ってきた。表 6 に亜鉛めっ
き鋼板用溶接材料の一覧を示し，それぞれの特徴を記載
する。
2. 2　炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ
　FAMILIARCTM MG-1Z（以下，MG-1Zという）およ
びFAMILIARCTM SE-1Z（以下，SE-1Zという）は，亜
鉛付着量約100 g/m2以下の亜鉛めっき鋼板に対し，優れ
た耐気孔性と溶接作業性を兼ね備えたアーク溶接ソリッ
ドワイヤである。MG-1Zは銅めっきソリッドワイヤ，
SE-1Zは銅めっき無しソリッドワイヤである。図 6 に溶
接電流とスパッタ発生量の関係を示す。SE-1ZはMG-1Z
に比べてワイヤ送給性とアーク安定性に優れ，スパッタ
発生量が少ないという特長を有している。いっぽう，
MG-1ZはSE-1Zに比べて耐チップ磨耗性に優れるとい
う特長を有しており，主に長時間の連続溶接性を重視す
る場面で使用される。
　図 7 に気孔欠陥低減メカニズムを示す。気孔欠陥を低
減するためには，アーク直下の溶融池からいかに亜鉛ガ
スを放出させるかが重要である。このためには，アーク
直下に流入する溶融金属を低減させ，溶融池を薄くする

図 3  ワイヤ送給経路の概念図
Fig. 3  Schematic illustration of wire feeding path

図 4  溶接電流，アーク電圧，ワイヤ送給抵抗の時間変動
Fig. 4  Fluctuation of welding current, arc voltage and wire feeding 

resistance
 (Wire diameter: 1.2mm, Shielding gas: 100% CO2, Welding 

condition: 360A-38V-300mm/min)

図 2  溶接後の部材およびシールドノズルのスパッタ付着状況
Fig. 2  Spatter sticking on structure and shield nozzle

http://www.kobelco.co.jp/technology-review/mov/67_1/671-5-f02.mp4
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ことが有効である 5 ）。この考えに基づき，溶融金属の粘
性を高めることで，MG-1ZおよびSE-1Zはアーク直下へ
の溶融金属の流れ込みを低減し，気孔欠陥の発生を抑制
している。
　SE-1ZにてTすみ肉溶接と重ねすみ肉溶接を行った際
のビード外観，X線透過像，断面マクロを図 8 に示す。
溶着金属の化学成分と機械的性質の一例を表 7 に示す。
スパッタ発生量が少なくビード表面にピットの発生もな
い。また，ブローホールの発生も非常に少ない。
2. 3　炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ
　FAMILIARCTM MX-1Z（ 以 下，MX-1Zと い う ） と
FAMILIARCTM MX-100Z（以下，MX-100Zという）は
亜鉛付着量約150 g/m2以下の亜鉛めっき鋼板において，
優れた耐気孔性と溶接作業性を有するアーク溶接フラッ
クス入りワイヤである。MX-1Zは溶接電流が200 A以上
の中電流域で，MX-100Zは200 A以下の低電流域で良好
なアーク安定性を有している。いずれもソリッドワイヤ
よりも溶接作業性の面では優れている。とくに，スパッ
タ発生量が少ないこと，スラグ剥離性やビード外観，形
状が良好であるなどの特長を有している。MX-1Zと
MX-100Zによる重ねすみ肉のビード外観と断面マクロ

図 7  気孔欠陥低減のメカニズム
Fig. 7  Mechanism for reduction of porosity

図 6  溶接電流とスパッタ発生量の関係
Fig. 6  Relation between welding current and spatter generation

表 4  ワイヤ化学成分の一例
Table 4  Typical chemical composition of wire（mass％）

表 5  全溶着金属の機械的性質一例
Table 5  Typical mechanical properties of deposited metal

表 6  亜鉛めっき鋼板用溶接材料
Table 6  Welding consumables for zinc coated plate

図 5  気孔欠陥発生のメカニズム（重ね継手）
Fig. 5  Mechanism of porosity defect generation (Lap joint)
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を図 9 に示す。均一でなじみの良いビードが形成できて
いる。また，溶着金属の化学成分と機械的性質の一例を
表 8 に示す。
2. 4　被覆アーク溶接棒
　FAMILIARCTM Z-1Z（以下，Z-1Zという）は，亜鉛
めっき鋼板用に開発した被覆アーク溶接棒であり，従来
の被覆アーク溶接棒と比較して，アークの吹付が強くか

つ集中性が良い。これにより，アーク直下の溶融池を掘
り下げることができるため，亜鉛ガスが放出されやす
い。推奨される亜鉛付着量は≦550 g/m2であり，比較的
亜鉛付着量の多い亜鉛めっき鋼板の溶接にも適用でき
る。亜鉛めっき鋼板用被覆アーク溶接棒Z-1Zによるビ
ード外観および断面マクロを図10に示す。Z-1Zでは，
アーク安定性に優れ，スパッタ発生量が少なく，外観や

表 7  亜鉛めっき鋼板用ソリッドワイヤの溶着金属性能一例
Table 7  Typical properties of deposited metal with solid wire for zinc coated plate

表 8  亜鉛めっき鋼板用フラックス入りワイヤの溶着金属性能一例
Table 8  Typical properties of deposited metal with flux cored wire for zinc coated plate

図 8  亜鉛めっき鋼板用ソリッドワイヤSE-1Z によるビード外観，X 線透過像および断面マクロ
Fig. 8  Bead appearance, X-Ray and cross section macrostructure with solid wire for zinc coated plate SE-1Z

図 9  亜鉛めっき鋼板用フラックス入りワイヤによるビード外観および断面マクロ
Fig. 9  Bead appearance and cross section macrostructure with flux cored wire for zinc coated plate
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形状が良好な溶接ビードを形成することができる。ま
た，溶着金属の化学成分と機械的性質の一例を表 9 に示
す。

むすび＝活況な建築分野の需要に対応し，当社が近年開
発を進めてきた溶接材料の紹介を行った。今後，建築構
造物がさらに高層化・大型化・複雑化していく中で，よ
り厳しくなる規格や様々な市場ニーズに対応できる溶接
材料や溶接施工法の開発を継続していく。これらの技術

を生かし建築分野において溶接継手の品質と信頼性向
上，ならびに溶接施工の能率向上に寄与していきたい。
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表 9  亜鉛めっき鋼板用被覆アーク溶接棒の溶着金属性能一例
Table 9  Typical properties of deposited metal with stick electrode for zinc coated plate

図10  亜鉛めっき鋼板用被覆アーク溶接棒Z-1Z によるビード外観および断面マクロ
Fig.10  Bead appearance and cross section macrostructure with stick electrode for zinc coated plate
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まえがき＝サブマージアーク溶接は，施工法の特徴から
溶接姿勢は下向きと横向きに限定されるものの，他の溶
接施工法に比較して高能率かつ安定した溶接品質などが
理由で造船や建築，化工機などの分野で広く適用されて
いる。本稿では，サブマージアーク溶接の特徴と，その
特徴を最大限に活用した片面サブマージアーク溶接特有
の継手終端部に発生する割れ（以下，終端割れという）
の防止，さらに片面および一般のサブマージアーク溶接
に関わる施工技術について最新の取り組みを紹介する。

1 ．片面サブマージアーク溶接の特徴

1. 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，粒状フラックス中にソリッ
ドワイヤ等の電極ワイヤを自走（自動）供給し，ワイヤ
の先端と母材の間に連続的にアークを点じてワイヤ，フ
ラックス，母材を溶融して接合する方法である（図 1 ）。
図 2 に示すようにサブマージアーク溶接は太径ワイヤ
による高電流条件と鉄粉を含有したフラックス，さらに
多電極を組み合わせることができる。これによってほか
の溶接施工法に比較して高溶着，すなわち高能率化が実
現できる施工法である。高能率以外の長所としては以下
の二つがある。作業環境面では有害光線やスパッタ，ヒ
ュームがほとんど発生しない。また，溶接品質面では溶
接技量の影響を受けず比較的安定で再現性が高い。いっ
ぽうで次のような短所がある。設備が比較的大型となり
広い設置スペースが必要で，セッティングにも時間を要
するため短い溶接長には不向きである。また，アークが
見えないため溶接不良が発生した場合の原因を可視的に
解明することが困難である。
1. 2　片面サブマージアーク溶接の概要
　船舶の接合方法としてアーク溶接が採用されていた当

最近の片面サブマージアーク溶接技術
Trend of One Side Submerged Arc Welding Technology

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

（解説）

One side submerged arc-welding is capable of single-layer welding fully exploiting the features of 
submerged arc-welding; however, the process suffers from cracking occurring at joint ends, an issue 
that has remained unsolved since its development. This paper introduces the state-of-the-art technology 
of the one side submerged arc-welding process, including an outline of the process and visualization 
technology, as well as simulation analysis for preventing end cracks and verification by actual welding.

杉山大輔＊1

Daisuke	SUGIYAMA
芳賀拓弥＊1

Takuya	HAGA

＊ 1  溶接事業部門　技術センター　溶接開発部

図 2  溶接電流と溶着速度の関係
Fig. 2  Relationship between welding current and deposition rate

図 1  サブマージアーク溶接の原理
Fig. 1  Principle of submerged arc welding
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初は，船体平行部の板継溶接として母材の両面から 1 層
溶接を行う両面サブマージアーク溶接施工が適用されて
いた。時代が進むにつれて船体の大型化が進み，建屋の
制約から反転ができない，あるいは反転するクレーンを
待つ時間が長いなどの問題が生じた。そこで，片側から
1 層で仕上がる施工法の開発ニーズが高まった。当社
は， ニ ー ズ に 対 応 す る 溶 接 施 工 法 と し て1964年 に
FCBTM注 1 ）（Flux Copper Backing） とRFTM注 2 ）（Resin 
Flux）をほぼ同時に開発した。FCBTMとRFTMは現在も
専用の溶接装置とともに国内外で広く採用されてい
る 1 ），2 ）。
1. 2. 1　FCBTM，RFTMの特徴
　FCBTMの模式図を図 3（a）に示す。FCBTMは，銅板
の上に裏当てフラックスを散布し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。大電流を使用する厚
板への適用性に優れているため，図 4（a）に示すよう
に 4 電極を用いることで板厚40 mmまで適用可能であ
る。その反面，溶接ひずみが多い薄板や鋼板裏面に板厚
差のある，いわゆるサーピン継手などには密着性確保の
観点から適用に多少の難がある。
　RFTMの模式図を図 3（b）に示す。RFTMは，下敷フ
ラックス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。鋼板裏面の段
差やひずみに対する追従性に優れているため，FCBTM

の不得意とする薄板や図 4（b）に示すサーピン継手な
どには最大の効果を発揮する。いっぽう，大電流を使用
する厚板では裏ビード形状がやや不安定になりやすい傾
向にある。
　両施工法に共通する最大の問題は，溶接継手終端部に
発生する割れ，いわゆる「終端割れ」であり，施工法開

発から現在まで根本的な解消には至っていない。

2 ．片面サブマージアーク溶接の終端割れ防止

2. 1　終端割れとは
　片面サブマージアーク溶接は，大入熱溶接であるがゆ
えに鋼板の回転変形は大きい。図 5 に示すように，先行
する第 1 電極がタブ板に乗り上げた直後，それまで蓄積
された応力が一気に開放され，溶接金属中央に凝固割れ
が生じることがある（図 6 ）。凝固割れの発生確率は極
めて高い。
　図 7 に示すように，凝固中における固液共存領域であ
る固相線温度TSと液相線温度TLの温度範囲は，一般に
凝固脆性温度領域（Brittleness temperature range，以
下BTRという）と呼ばれる。延性が極めて低く，ひず
み速度が速く，かつ高温延性曲線と交差した場合には凝
固割れが発生すると考えられている 3 ）。したがって，終
端割れはひずみ速度が速いと割れ発生の確率が高くな
る。このため，終端割れの発生を防止するためには，ひ
ずみ速度を抑制する手段を講じる必要がある。
　終端割れ防止法として，スリットタブ法やシーリング
カスケード法など，これまでにいくつかの方法が提案さ
れ実用化もされている。しかしながら，いずれの防止法
も一長一短があり，溶接作業効率を低下させず，かつ確
実に防止できる方法は確立されていないのが現状であ
る。
2. 2　シミュレーションによる凝固割れ解析
　従来の終端割れ防止技術の検討は，実験室で可能な鋼
板サイズに限定される 4 ）。このため，測定される継手終

脚注 1 ）FCBTMは当社の商標である。
脚注 2 ）RFTMは当社の商標である。

図 4  FCBTMとRFTMの断面マクロ写真
Fig. 4  Macro structure with FCBTM process and RFTM process

図 3  FCBTM, RFTM概略図
Fig. 3  Schematic of FCBTM process and RFTM process

図 6  終端割れ部の断面マクロ組織の一例
Fig. 6  Example of macro structure including end cracking

図 5  溶接継手終端部の変形挙動
Fig. 5  Deformation behavior of end part in the weld joint
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端部のひずみ量や再現される終端割れの長さなどは実ワ
ークに比較して大きい傾向にあり，実体を模擬した検討
とは言いにくい。そこで，大阪府立大学との共同研究に
よって，同大学が保有する大規模解析が可能な理想化陽
解法FEM 5 ）を用いた熱弾塑性解析に基づき凝固割れに
ついて検討を行った。
　解析では降温過程においてBTRに作用する塑性ひず
み増分（以下，BTR塑性ひずみ増分という。図 8 ）を
割れ発生の指標としている 6 ）。
　板厚40 mm，板幅750 mm，溶接長5,000 mmとし，溶
接施工条件に 4 電極の片面サブマージアーク溶接とタッ
ク溶接（仮付溶接）を加えた解析モデルにおける解析結
果を図 9 に示す。BTR塑性ひずみ増分はタック溶接の
溶接方向に対して後方で高く，継手終端部に近づくにつ
れて増加し，溶接速度が遅くなるにしたがって減少する
傾向を示している。つまり，溶接速度は小さく，継手終
端部の連続したタック溶接を施すことでひずみを抑制で
きることが示唆された。シミュレーション解析で得られ
た溶接施工上の諸因子とBTR塑性ひずみ増分の関係を
表 1 に示す。

2. 3　実溶接による検証
　図10に実溶接における継手終端部の変形測定方法を
示す。また，測定された変位からひずみ速度を求め（図
11），シミュレーションで得られたひずみを抑制するパ
ラメータとの関係を調査した。その結果，連続したタッ
ク溶接を施し，溶接速度を下げ，かつ終端タブ板サイズ
を大きくすることでひずみを小さく抑制できた（図12）。
また，実溶接において，シミュレーション結果と同一傾
向であることが確認された。
　図13はシミュレーション結果と実溶接の結果から得
られた割れ発生のクライテリアである。溶接施工条件の

図 8  冷却過程におけるBTR塑性ひずみ増分の略図
Fig. 8  Schematic illustration of plastic strain increment in BTR 

during cooling

図 7  溶接中における凝固割れのメカニズム
Fig. 7  Mechanism of solidification cracking during welding

図10  変位量の測定方法
Fig.10  Measurement method of distortion (m'-m)

表 1  終端割れに及ぼす諸因子の影響
Table 1  Factor's effect of end crack

図 9  BTR塑性ひずみ増分の溶接速度，タック溶接位置の関係
Fig. 9  Relationship between plastic strain increase in BTR and 

welding speed and tack weld position

http://www.kobelco.co.jp/technology-review/mov/67_1/671-6-f10.mp4
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調整でひずみ量を最小限に抑制し，終端割れを防止でき
る可能性が示唆された。
　本検討の成果により，永遠の課題と言われていた終端
割れが，近い将来解決されるものと期待される。

3 ．片面サブマージアーク溶接施工の取り組み

3. 1　RFTM片面サブマージアーク溶接の適用板厚拡大
　1.2.1項では，RFTMの短所として大電流となる厚板の
溶接で裏ビード形状が不安定になることを挙げた。近年
は，船体の軽量化に伴って板厚の異なる継手の増加，客

船などの薄板から大型コンテナ船に代表される極厚板の
継手に対応した溶接施工法の開発ニーズがある。そこ
で，鋼板裏面の密着性に優位なRFTMを基本に，溶接材
料特性と溶接施工条件などから適用板厚範囲を最少板厚
5 mm，最大板厚40 mmに拡大できる溶接施工法を当
社は開発している。
3. 1. 1　薄板施工法
　客船には 5 mm前後の板厚が多用され，溶接で発生
するひずみの抑制が最大の課題となる。ひずみは溶接入
熱と大きく関係し，溶接入熱を低く抑えることが極めて
重要となる。通常，片面サブマージアーク溶接はボンド
フラックスが広く適用されている。ボンドフラックス
は，配合された原料に粘結剤を添加して造粒した後に焼
成されたものであり，融点は比較的高く，必然的に溶接
入熱は高くなる。いっぽう，とくに化工機分野などで適
用率が高い溶融フラックスは，原料を溶解し，凝固させ
た後に粉砕したものである。このため，融点が低く，低
電流域の溶接作業性や高速溶接性に優れるとともに，溶
込みが深いという特長がある。溶融フラックスの組成と
組み合わせるワイヤの径を最適化することにより，溶接
入熱1.1 kJ/mm程度と極低入熱で低ひずみとなる溶接施
工法を開発している。図14は本施工法を板厚 5 mmに
適用した例である。
3. 1. 2　厚板施工法
　RFTMの短所である厚板の溶接品質安定化に対しては，
電源特性においてはRFTMの基本となる先行する電極

（第 1 電極）の極性を直流棒プラス（DCEP）から溶込
みが浅くなる特徴がある直流棒マイナス（DCEN）に変
更する。これにより，電流変動がおよぼす溶込み深さへ
の影響が鈍感となり，大電流溶接においても安定した裏
ビードが形成される。また，裏ビードを第 1 ，第 2 電極
で形成させる従来の電極配置を大幅に見直した。第 1 電
極のみで裏ビードを形成させ，第 2 ，第 3 電極で耐割れ
性やスラグ巻き込みを防止する。これに加えて，第 1 電
極で形成された裏ビードに影響を与えない配置および溶
接条件を最適化することで，安定した裏ビード形状と良
好な内部品質が確保される。
　 4 電極を用いたRFTMを実施した板厚40 mmにおける
断面マクロ組織を図15に示す。図16は，溶接板長さ
1,500 mm内の安定領域を対象に，レーザ変位計を用い
て裏ビードの余盛高さを計測した結果である。板厚
35 mmおよび40 mmにおける余盛高さの変動幅は 1 mm

図13  終端割れ発生のクライテリア
Fig.13  Criteria of end cracking

図12  ひずみ速度とタック溶接長、タブ板幅、溶接速度の関係
Fig.12 Relationship between strain rate and tack weld length and 

run-off plate width and welding speed

図14  板厚 5 mmにおけるビード外観と断面マクロ組織
Fig.14  Bead appearance and macro structure of 5 mm thickness

図11  ひずみ速度の定義
Fig.11  Definition of the strain rate
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程度と本施工法は極めて安定しているといえる。
3. 2　デジタル電源による波形制御技術
　サブマージアーク溶接では，使用する極性によってフ
ラックスやワイヤの溶融量，あるいは溶込み深さが変化
する。DCENはDCEPに比較してワイヤ溶融量は増加
し，溶込み深さは浅くなる。いっぽう，交流はDCEN
とDCEPとの中間に位置することが知られている 7 ）。ま
た，交流極性を多電極で用いた場合，近接する電極の位
相差で溶接ビードや溶込み形状が変化する。
　これらの極性や位相差は，最近のデジタル電源を用い
てコントロールできる。このため，サブマージアーク溶
接の電流，電圧，溶接速度以外で溶接品質を安定・向上
させるパラメータとして期待される。
3. 3　サブマージアーク溶接の可視化技術
　前述のとおり，サブマージアーク溶接はフラックス中
でアークを発生させるため，アーク現象を直接観察する
ことができないのは自明である。このため，溶接欠陥が
発生した場合は，溶接施工条件，環境，ビード外観など
の情報と，過去の経験あるいは再現実験などの結果から
原因を推定して対策を講じることになる。いっぽう，炭
酸ガスアーク溶接などは，ハイスピードカメラなどを駆
使して，溶滴移行や溶融プールの状態などを観察するこ
とができる。これらに基づき，溶滴移行の制御による低
スパッタ化 8 ）や高速すみ肉溶接施工 9 ）が開発されてい
る。
　最近では，溶接のX線透過画像をハイスピードカメラ
で撮影する装置を用いることによって，サブマージアー
ク溶接の溶滴の生成や移行，アーク空洞の形成状態など

を観察できるようになっている。図17に観察例を示す。
図17では，フラックスの種類と電源極性によって溶滴の
大きさが異なることがうかがえる10）。サブマージアーク
溶接の可視化により，フラックス組成の役割や電源極性
あるいは多電極溶接時の相互干渉の度合いなどをより深
く理解することができ，溶接品質の向上に加え新たな施
工法や溶接材料開発につながると考えられる。

むすび＝サブマージアーク溶接は他の溶接施工法に比べ
て，溶滴移行や溶融池の挙動を捉えることが困難であ
る。また，溶接不良が発生した際の調整は溶接材料，装
置，施工条件など多岐にわたる。これらの理由から，こ
れまでは経験則が大きなウェイトを占めていた。本稿で
紹介した可視化技術やデジタル電源などを活用し，アー
ク現象の解明と最適な波形制御を組み合わせることによ
り，新しい施工技術やさらなる高能率，高品質化につな
がる開発が重要であると考える。
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図10にある動画マーク をクリックいただくと
動画が再生されます。

図16  レーザ変位計による裏ビード高さの測定結果
Fig.16 Mesurement results of the penetration bead height with a 

laser displacement gauge

図17 高輝度X線透過撮影システムを用いたワイヤ溶融現象の観
察結果

Fig.17 Observations of wire melting phenomena with high luminance 
X-ray transmission imaging system

図15  板厚40 mmにおけるビード外観と断面マクロ組織
Fig.15  Bead appearance and macro structure of 40 mm thickness
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まえがき＝従来，耐食性や耐熱性を必要とする溶接構造
物の母材には，Ni基合金やステンレス鋼が用いられて
きた。近年，エネルギー需要の高まりを背景に，より高
温度域での使用を想定した化工機や，より厳しい腐食環
境下での使用を想定した海洋構造物が増えてきており，
Ni基合金やステンレス鋼にも新しい用途や鋼種が増え
ている。このような母材の多様化を背景に，当社では
Ni基溶接材料および二相ステンレス鋼用溶接材料の充
実化を図っている。
　本稿では，9 %Ni鋼液化天然ガス（以下，LNGという）
タンク用Ni基合金溶接材料および水門・海洋構造物用二
相ステンレス鋼溶接材料の開発状況について解説する。
 
1 ．9 %Ni鋼LNGタンクの海外市場向け溶接材

料の開発

　LNGは，環境負荷が他の化石燃料と比較して小さく，
世界的にその消費量が増大傾向にある。LNGは－162℃
の極低温で貯蔵されるため，地上式タンクの場合，母材

には強度と低温じん性に優れる 9 %Ni鋼が使用される。
また，その溶接材料としては，現地施工において溶接の
ままで高じん性が得られるNi基合金溶接材料が適用さ
れている。
　表 1 に 9 %Ni鋼LNGタンクの溶接施工法例を示す。
LNGタンクの溶接では，下向き，立向き上進（以下，
立向きという），横向きなどの溶接姿勢ごとに最適な施
工法が適用されている。溶着速度が大きいサブマージア
ーク溶接（以下，SAWという）は溶接線の長い側板横
向き継手に最適な溶接法であり，LNGタンク建設の黎
明（れいめい）期から採用されている。側板立向きの溶
接は，国内ではガスタングステンアーク溶接（以下，
GTAWという）が，海外では被覆アーク溶接（以下，
SMAWという）が主に適用されている。近年では，機
械的性質および耐高温割れ性に優れたガスメタルアーク
溶接，とくにフラックス入りワイヤ（以下，FCWという）
が開発され，適用が進んでいる。
　 9 %Ni鋼用のNi基合金溶接材料には様々な種類があ

最近のNi基合金及びステンレス鋼溶接材料の開発状況
Recent Development of Welding Consumables for Ni-base Alloys and 
Stainless Steel

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

（技術資料）

Ni alloys are being increasingly used in the energy industry. Lately, the specifications of flux-cored 
wires (FCW) for Ni alloys have been established not only in AWS, but also in JIS. This indicates 
that the welding metal is being used increasingly due to strong demand in the industry. Ni alloy 
has excellent mechanical properties at temperatures ranging from extremely low to high. Having 
fully austenitic microstructure, however, Ni alloy is susceptible to hot cracking; hence its welding 
parameters are restricted. We have focused on balanced mechanical properties and weldability to 
develop advanced welding consumables for Ni alloys. Duplex stainless steel has been used in the 
fields of chemical machinery and offshore structures, etc. In these fields, both high strength and 
high corrosion resistance are required. Duplex stainless steel has several advantages, e.g., favorable 
corrosion resistance, high tensile strength and good economic performance, thanks to its relatively low 
Ni content. In addition, duplex stainless steel is available in different grades depending on its chemical 
composition. In recent years, FCWs have been developed for lean duplex and super duplex. 
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表 1  9 %Ni鋼LNGタンクの溶接施工法
Table 1  Welding process of 9 %Ni steel LNG tank
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る。基本的にはNiを60%以上含有し，Cr，Moあるいは
Nbなどを添加することで強度を高め，完全オーステナ
イト組織，かつ低C，低Nとすることで極低温における
じん性を確保していることを特長としている。SMAW
用の溶接材料としてはNi-Cr-Nb系のインコネル合金系

（インコネルは，Huntington Alloys Canada Limitedの
商標）が主であり，海外市場ではENiCrMo-6の適用実
績が多い。この成分系の被覆アーク溶接棒は，純Ni心
線を使用し， 被覆剤から合金成分を添加する設計（以下，
純Ni心線タイプという）が一般的となっている。これ
は，純Ni心線の電気抵抗が共金系心線と比較して低い
ことから，高電流でも棒焼け現象を気にすることなく高
能率の施工が可能なためである。
　SAW用溶接材料は，適用するワイヤにAlloy 625成分
に相当するERNiCrMo-3タイプやAlloy C276成分に相当
するERNiCrMo-4が採用されている 1 ），2 ）。本章では，主
に海外の 9 %Ni鋼LNGタンク施工向けに開発したNi基
溶接材料について解説する。
1. 1　被覆アーク溶接棒PREMIARCTM 注 1 ）NI-C 6 Jの開発
　ENiCrMo-6成分系SMAW開発にあたって，前述のご
とく，棒焼け現象が起こりづらく高能率施工が可能な純
Ni心線タイプでの検討を行った。
　従来の純Ni心線タイプは，気孔欠陥が発生しやすい
傾向があった。例として，開先角度60°の溝を設けた
9 %Ni鋼を横向き姿勢で溶接し，断面マクロを観察した
結果を図 1 に示す。横向きまたは上向き溶接姿勢では，
溶接中の溶融池内部に発生した気孔が開先の壁にトラッ
プされやすく，気孔欠陥の発生が顕著である。
　そこで，当社では研究開発を進め，純Ni心線から脱
酸成分を積極的に添加することで，脱酸成分が溶融池到
達前に酸化消耗することを抑制し，効率よく溶融金属中
の脱酸を促進して気孔欠陥を大幅に低減することを見い
だした。今回開発したPREMIARCTM NI-C6J（以下，
NI-C6Jという）は上記の成果を利用したものである。
脱酸成分を添加した純Ni心線と被覆剤成分を最適化す
ることにより，純Ni心線タイプでありながら，横向き
または上向き溶接姿勢であっても気孔欠陥発生量が少な
く，良好な機械的性質の継手が得られる。NI-C6Jの上
向き姿勢おける耐気孔欠陥性の一例として，X線透過試
験により観察された0.4 mm以上のキズをプロットした
結果を図 2 に示す。従来の当社製純Ni心線タイプと比

較して，NI-C6Jでは耐気孔欠陥性が顕著に改善されて
いることが分かる。
　NI-C6Jの継手溶接試験結果一例を表 2 に示す。断面
マクロから十分な溶込みが得られており，気孔欠陥や融
合不良などの溶接欠陥がないことが確認できている。継
手引張試験において，引張強度は690 MPa以上となって
おり，－196℃における衝撃吸収エネルギーは平均で
55 Jを超えている。したがって，海外 9 %Ni鋼LNG案
件で適用されるAPI620などの規格要求に対して十分な
値が得られているといえる。
1. 2　SAWフラックスおよびワイヤ PREMIARCTM PF-

N 5 / PREMIARCTM US-609S の開発
　Alloy 625やAlloy C276は優れた耐食性を有するNi基
合金として1960年代に開発され，石油化学や化学工業の
プラント配管などで幅広く適用されている 3 ）。これらの
Ni基合金は現在では汎用的な成分となり，調達が容易
で極低温における機械的性質に優れる。このため，海外
での 9 %Ni鋼LNGタンク施工においては，SAW用ワイ
ヤ成分にはAlloy 625系に相当するERNiCrMo-3タイプ，
あるいはAlloy C276系に相当するERNiCrMo-4タイプが
適用されている。
　ERNiCrMo-3タイプの合金は強度に優れるものの，Nb
を含有しているために凝固割れ感受性が高い。そこで，
当社では横向きSAW用ワイヤに適用する成分系の検討
にあたり，高電流かつ高速度で溶接を行う場合でも凝固
割れが発生しづらいERNiCrMo-4成分系を採用し，開発
を進めた。

脚注 1 ） PREMIARCTM （ ）は当社の商標である。

図 1  横向姿勢における気孔欠陥発生例
Fig. 1  Typical porosity location at horizontal welding position
(Conventional ENiCrMo-6 type SMAW, 4.0 φmm, AC, 160 A)

図 2  NI-C6Jの上向姿勢における気孔欠陥
Fig. 2  Typical porosity of NI-C6J at overhead position

(The black dots indicate the location of porosity)

表 2  NI-C6Jの継手溶接試験結果
Table 2  Typical results of NI-C6J weld joint test
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　ERNiCrMo-4成分系溶接金属では，デンドライト境界
部にμ, P相といったじん性や延性に悪影響を及ぼす金
属間化合物が生成しやすいという問題がある 4 ），5 ）。この
ため，これらの金属間化合物の生成に寄与するSiなど 6 ）

に着目して開発を行った。ERNiCrMo-4成分系の衝撃試
験片の破面をSEM観察したところ，き裂は金属間化合
物に沿って進展しており，金属間化合物には，C，Si，
Alなどが濃化していることが確認できた（図 3 ）。図 4
にERNiCrMo-4成分系における溶接金属中Siと衝撃吸収
エネルギーの関係を示す。溶接金属中のSiを低減する
ことにより，溶接金属の衝撃吸収エネルギーが向上し
た。これらの知見と横向きでの溶接作業性を考慮したフ
ラックス選定により，低温じん性と作業性に優れる横向
きSAW用フラックスおよびワイヤPREMIARCTM PF-
N5 / PREMIARCTM US-609S （以下，PF-N5 / US-609S
という）を開発した。PF-N5 / US-609Sの継手溶接試験
結果の一例を表 3 に示す。NI-C6Jの継手試験結果と同
様にPF-N5 / US-609Sにおいても，良好な継手引張強度
と－196℃における衝撃吸収エネルギーについて，良好
な値が得られている。また，断面マクロに示すように，
横向き姿勢においても融合不良や気孔欠陥は発生してお
らず，良好な溶込みが得られていることが分かる。
1. 3　FCW PREMIARCTM DW-N625の改良
　前述のようにLNGタンクの溶接施工では作業能率の
向上を狙ったFCWの適用が進んでおり，とくに海外で
はAlloy 625系に相当するENiCrMo-3タイプが主流とな

っている。そうしたなか，当社従来材ENiCrMo-3に合
致 し たFCWで あ るPREMIARCTM DW-N625（ 以 下，
DW-N625という）の 9 %Ni鋼LNGタンクへの適用にあ
たっては，衝撃性能の向上が必要であった。Alloy 625
系の化学成分を変化させた溶着金属のSEM観察を行っ
たところ，Si，Nbが高くなるほど溶着金属組織中に析
出物が増加し，吸収エネルギーが低下する傾向が確認さ
れた（表 4 ）。EPMA分析では，これらの析出物にはSi
およびNbが濃化していることが確認された（図 5 ）。
さらに，TEM観察によると，この析出物は硬くて脆（も
ろ）い金属間化合物であるLaves相｛（Ni,Cr）2（Mo,Nb）｝
と同定された。また，溶着金属成分と－196℃での吸収
エネルギーの相関を重回帰分析で求めたところ， Siと
Nbの低減が衝撃性能の向上に有効であることが確認さ
れた（図 6 ）。
　つぎに，ENiCrMo-3タイプは高温割れ感受性が高いた
め，耐高温割れ性の改良についても検討した。溶接時の
高温割れは凝固脆性温度領域（Brittle Temperature 
Range，以下BTRという）で発生する。BTRは溶着金

図 3  ERNiCrMo-4成分系の衝撃試験片のSEM-EDX観察結果
Fig. 3  SEM-EDX observation result of ERNiCrMo-4 weld metal 

impact test piece

図 4  ERNiCrMo-4成分系における溶接金属中Siと衝撃吸収エネ
ルギーの関係

Fig. 4  Relationship between Si and absorbed energy of ERNiCrMo-4 
weld metal

表 3  PF-N5 / US-609Sの継手溶接試験結果
Table 3  Typical results of PF-N5 / US-609S weld joint test

表 4  Alloy625成分系のSEM観察結果と衝撃吸収エネルギー
Table 4  SEM observation and Absorbed energy results of 

Alloy625 type weld metal

図 5  EPMAによる析出物の観察結果
Fig. 5  Precipitate observation by EPMA
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属の成分で変化することが知られており，BTRを求め
るための予測式（以下，BTR予測式という）が提唱さ
れている 7 ）。そこで，ENiCrMo-3タイプの溶着金属成分
とBTRの関係を明確にすることを目的に，トランス・
バレストレイン試験を行い，最大割れ長さをBTR予測
式で整理した。結果を図 7 に示す。最大割れ長さと
BTR予測式の間には良い相関が得られていた。この結
果を元に，表 5 に示すように低BTRとなるようにDW-
N625の成分系を調整した。図 8 に耐高温割れ性の比較

検討結果を示す。高温割れ感受性の評価は，JIS Z3115
記載のC形ジグ拘束突合せ溶接割れ試験（FISCO試験）
に従って評価を行っており，耐高温割れ性の改善が確認
された。

2 ．二相ステンレス鋼用FCWの開発状況

　二相ステンレス鋼は，フェライト相とオーステナイト
相の比率がほぼ 1 ： 1 となる金属組織となり，高い引張
強度，優れた耐孔食性，すきま腐食性，および耐応力腐
食割れ（SCC）性を有する。その優れた特性から海水淡
水化プラントや油井管，化学関連設備，ケミカルタンカ
ーなど幅広い用途に用いられている。
　二相ステンレス鋼としてUNS S31803などに代表され
るスタンダード二相ステンレス鋼が使用されてきた。近
年は，安価なリーン二相ステンレス鋼，あるいは耐食性
を向上させたスーパー二相ステンレス鋼の適用事例が増
えている。当社では，多様化する二相ステンレス鋼材に
対応したFCWを開発してきた。本章では，新たに開発
したリーン二相ステンレス鋼およびスーパー二相ステン
レス鋼用FCWについて解説する。
2. 1　リーン二相ステンレス鋼用FCW
　リーン二相ステンレス鋼は，従来のスタンダード二相
ステンレス鋼と比較してNi, Moの含有量を低く抑える
ことにより，高強度を確保しつつ低コストも実現した成
分系となっている。ステンレス鋼の耐孔食性の指標であ
る P R E （ P i t t i n g  R e s i s t a n c e  E q u i v a l e n t  : 
Cr+3.3Mo+16N，mass%）またはPREW（PREにWを
含ませた改良式 : Cr+3.3（Mo+0.5W）+16N，mass%）
で比較すると，リーン二相ステンレス鋼のPREWはス
タンダード二相ステンレス鋼よりも低い（表 6 ）。した
がって，リーン二相ステンレス鋼は，耐孔食性の観点か
ら，スタンダード二相ステンレス鋼が適用される腐食環
境での適用は難しい。しかしながら，図 9 に示すように
リーン二相ステンレス鋼の強度レベルは，SUS304（L），
SUS316（L）より高い。このため，リーン二相ステンレ
ス鋼は安価かつ高強度の利点を生かして，SUS304（L），

表 5  耐割れ性改善に向けたENiCrMo-3成分系の化学成分の調整
Table 5  Adjustment of chemical composition of ENiCrMo-3 weld metal for improving crack resistance (mass%)

図 8  ENiCrMo-3成分系の耐高温割れ性の改善
Fig. 8  Improvement of hot crack resistance of ENiCrMo-3 weld metal (Result of FISCO crack test* (*Refer to JIS Z3155))                

図 7  最大割れ長さとBTR予測式の関係
Fig. 7  Relations of calculated BTR and maximum crack length

図 6  ENiCrMo-3成分系の重回帰分析結果と衝撃吸収エネルギー
の関係

Fig. 6  Relationship between Multiple regression analysis results 
and Absorbed energy of Alloy 625 type weld metal
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SUS316（L）の代替として水門やケミカルタンカー等に
採用されている。
　リーン二相ステンレス鋼の溶接には，母材に対して高
グレードかつ高価な溶材とはなるが，スタンダード二相
ステンレス鋼用E2209系（23Cr-9Ni-3.5Mo-0.15N）溶材
を使用することができる。さらに，2010年にAWS規格
にリーン二相ステンレス鋼用のグレードとして追加され
たE2307（23Cr-7Ni-0.1N）を適用することができる。当
社では，このE2307系溶材の新たな需要に対応して
PREMIARCTMDW-2307（以下，DW-2307）を開発した。
　SUS304,リーン二相ステンレス鋼および熱影響部，
E2307系FCW　DW-2307の 溶 接 金 属，E2209系FCW　
PREMIARCTMDW-329AP溶 接 金 属 の 臨 界 孔 食 温 度

（Critical pitting temperature， 以 下CPTと い う ） を
図10に示す。S82122母材および熱影響部, DW-2307溶着
金属の耐孔食性を比較すると，S82122母材熱影響部の
耐孔食性が劣る結果となった。S82122母材熱影響部は，
溶接熱の影響でオーステナイト相・フェライト相の組織
バランスが崩れ，耐孔食性が劣化したものと考えられ
る。しかしながら，SUS304同等以上の耐孔食性を示し
ており，SUS304の代替用途として使用することは問題
ないといえる。
2. 2　スーパー二相ステンレス鋼用FCW
　スタンダード二相ステンレス鋼と比べてCr, Mo, Nの
添加量を高めて強度や耐食性を高めた鋼種がスーパー二
相ステンレス鋼である。スーパー二相ステンレス鋼は，
PREWが40以 上 と な る 二 相 ス テ ン レ ス 鋼 で あ り，
S32750などが代表鋼種である。スタンダード二相ステ
ンレス鋼では使用に耐えられない厳しい腐食環境で，ス
ーパー二相ステンレス鋼は用いられている。海水熱交換
器配管や化学プラント配管などが適用例である。
　スーパー二相ステンレス鋼の溶接にはE2594系（25Cr-
9Ni-4Mo-0.25N）などが適用される。ASTM A923では，
スーパー二相ステンレス鋼溶着金属の孔食試験において
試験温度40℃にて孔食発生なしとなること（CPT≧40
℃）が要求されている。図11に二相ステンレス鋼溶着
金属のPREWとCPTの関係を示す。溶着金属のPREW
が高くなるほどCPTが上昇し，おおむねPREW≧40と
することでCPT≧40℃となる。当社のスーパー二相ス
テンレス鋼用溶接材料は，溶着金属成分を適正なPREW
に調整することで優れた耐孔食性を有している。表 7 に
本章で解説した当社の二相ステンレス鋼用FCWの溶着
金属性能を示す。

図10  リーン二相ステンレス鋼母材,溶接材料のCPT
Fig.10 CPT of Lean duplex stainless steel base metal and weld 

metal

図11  二相ステンレス鋼溶接金属のPREWとCPTの関係
Fig.11 Relationship between PREW and CPT of duplex stainless 

steel weld metal

図 9  各種ステンレス鋼のPREWと引張強さの関係
Fig. 9  Relationship between PREW and Tensile strength of various 

stainless steels

表 6  各種二相ステンレス鋼の化学成分 (mass％)
Table 6  Typical chemical composition of duplex stainless steel (mass％)
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むすび＝本稿では， 9 %Ni鋼LNGタンク用のNi基合金
溶接材料，および水門・海洋構造物用の二相ステンレス
鋼用溶接材料について，最近の開発状況を解説した。溶
接材料の開発は，各分野における新たな要求，課題に対
して果敢にチャレンジすることで発展してきた。今後
も，新しいニーズに対応できる溶接材料の開発を推進し
てゆく。
　

参　考　文　献
1 ） 片山典彦. 溶接学会誌. 2004, Vol.73, No.7, p.497-501.
2 ） 猪瀬幸太郎. WE-COMマガジン 第16号, 2015年 4 月. http://

www-it.jwes.or.jp/we-com/bn/vol_16/sec_1/1-1.pdf, 
 （参照 2017-04-14）.
3 ） 菅原克生. 日本材料学会誌. 2015, Vol.64, No.1, p.57-62.
4 ） 篠崎賢二. 溶接学会誌. 2000, Vol.69, No.5, p.447-464.
5 ） 中尾嘉邦. 溶接学会誌. 1988, Vol.57, No.8, p.575-581.
6 ） J. N. Dupont et al. Welding metallurgy and weldability of nickel-

base alloys. A JOHN WILEY ＆ SONS, INC., PUBLICATION, 
2009, p.16-20.

7 ） 篠崎賢二. 溶接学会誌. 2002, Vol.71, No.6, p.455-459.

表 7  当社の二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤの溶着金属性能
Table 7  Typical properties of deposited weld metal of duplex stainless steel flux cored wire
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まえがき＝P91鋼はその優れた高温強度，耐酸化性およ
び線膨張係数によって，多くの火力発電ボイラに適用さ
れている。米国機械学会（American Society of Mechanical 
Engineers，以下ASMEという）および米国溶接協会

（American Welding Society：AWS） において，P91鋼用
溶接材料関連の規格はここ10数年で大きく変化してき
た。変化の中核は溶接金属化学成分のMn+Niとそれに
密接に関係する溶接後熱処理（Post Weld Heat Treatment，
以下PWHTという）温度である。P91鋼溶接継手は，
PWHTにより多数の微細炭窒化物粒子の析出を伴う焼
戻しマルテンサイト組織を形成する。このため，クリー
プ破断強度をはじめとする機械性能を担保するには，適
切な条件でのPWHTが不可欠である。しかし，PWHT
温度が溶着金属のAc1点を越える場合，PWHT後にフレ
ッシュマルテンサイトが形成され，機械性能が不安定に
なることが知られている 1 ）。そのため，いずれの規格で
も，Mn+NiおよびPWHT温度の上限規制を企図する改
訂 が 行 わ れ て い る。ASME Sec.Ⅰ：2015に お け る

PWHT温度の上限は，1.0mass%≦Mn+Ni＜1.2mass%
で775℃，Mn+Ni＜1.0mass%では800℃と規定されてい
る。いっぽうで，P91鋼溶着金属におけるMn，Niの影
響に関する研究報告は数少ないのが現状である 1 ）。そこ
で本報においては，Mn，NiおよびCoがP91鋼溶着金属
性能へ及ぼす影響を調査した結果を報告する 2 ）。

1 ．実験方法

1. 1　供試材
　溶接方法は被覆アーク溶接を用い，心線径4.0 mmの
被覆アーク溶接棒で評価を行った。被覆剤から合金成
分の添加量を変化させ，表 1 に示すP91鋼溶着金属を
作製した。溶接条件は，電源極性DCEP，電流150 A，
電圧24 V，平均溶接速度10 cm/minとした。平均入熱は
22 kJ/cmと計算される。予熱・パス間温度は200～250
℃で管理した。開先形状および積層方法は図 1 に示すと
おりとした。Ac1点の測定には溶接のままの試験片を用
い，その他の機械的性質の評価にはPWHTを実施した

火力発電ボイラ向けP91鋼用溶接材料の開発
Development of Welding Consumables Applied to P91 Steel for Thermal 
Power Plants
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（論文）

A study was conducted on the effect of Mn, Ni and Co on the weld metal microstructure, Ac1 
transformation temperature and creep rupture time of P91 deposited steel. The addition of Mn, Ni and/
or Co has turned out to be effective in suppressing residual δ ferrite. It has been confirmed that the 
addition of Mn and/or Ni lowers the Ac1 transformation temperature, while the addition of Co has 
almost no effect on it. No correlation has been found between the addition of Mn/Co and creep rupture 
time; however, decreasing the addition of Ni has turned out to extend the time elapsing before creep 
rupture. Transmission electron microscopic observations before and after the creep rupture tests suggest 
that decreasing the Ni content improves the stability of fine carbide particles at high temperature, the 
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溶着金属を用いた。PWHTの保持温度は760℃，保持時
間は 4 hとした。
1. 2　Ac1点測定
　Ac1点は昇温過程においてα→γ逆変態が始まる温度
として定義される。測定には直径 8 mm，長さ12 mm
の円柱状試験片を用い，溶着金属断面中央位置から採取
した。富士電波工機製THERMECMASTER Zにより，
約10－ 3 Paの真空雰囲気下で試験片を高周波誘導加熱し，
昇温に伴う試験片の直径変化を非接触式の光学式変位測
定器を用いて検出した。試験片の昇温速度は600℃に到
達するまでは 5 ℃/sとし，逆変態が発生すると予測さ
れる650～1,050℃の範囲では 5 ℃/minとした。なお，本
測定法は，事前の予備検討によりその妥当性を確認して
いるものである 1 ）。
1. 3　クリープ破断試験
　クリープ破断試験には，ゲージ平行部直径 6 mm，
標点間距離30 mmの丸棒試験片を用いた。試験片は，
溶着金属中央から溶接方向に対して平行に採取した。試
験温度650℃，初期負荷応力100 MPaにおけるクリープ
破断時間を評価した。
1. 4　組織観察
　PWHT後の溶着金属原質部および再熱部の光学顕微
鏡観察を実施した。一部の試料に対しては，クリープ
破断試験前後のラス組織や炭化物形態の変化を調査す
るために，透過型電子顕微鏡（Transmission Electron 
Microscope，以下TEMという）観察を行った。観察に
際しては，球状の第二相粒子を酸化物と判定し，評価か
ら除外した。

2 . 結果および考察

2. 1　δフェライトの残留およびAc1点
2. 1. 1　光学顕微鏡観察
　PWHT後の溶着金属原質部の光学顕微鏡像を図 2 に
示す。（A） はマルテンサイト単相組織であったが，（A）
を基準としてMn+Niを低減した（B）および（C）では，
δフェライトの残留が認められた。とくに，Mn+Niが
1.0mass%未満である（C）では，著しいδフェライト
の残留が認められた。いっぽうで，（B）を基準として
Crを低減した（D）では，残留するδフェライトが減少
した。なお，本検討において，溶接時に別の溶接パスか

らの熱影響を受けていない最終パス原質部においてのみ
δフェライトが観察された。
　P91鋼および12%Cr鋼における過去の報告によれば，
δフェライトは長時間におけるクリープ破断特性を劣化
させるとされている 3 ），4 ）。さらに，米国電力研究所

（Electric Power Research Institute：EPRI） か ら は，
Gr.91鋼中のδフェライトは材料のクリープ破断強度を
低下させる可能性があるため，全てのGr.91鋼製品はδ
フェライトのないマルテンサイト単相組織でなければな
らないとの提言がなされている 5 ）。
　そこで，本検討においてはP91鋼溶着金属中のδフェ
ライトに及ぼすCoの影響についても調査した。Coは一
般的にP91鋼の母材およびその溶接材料に用いられるこ
とはないが，高Crフェライト鋼においてδフェライト
の残留を抑制するために添加されることがある 6 ）。本検
討において，（D）を基準として Coを添加した（E）お
よび（F）にはδフェライトの残留が認められなくなっ
た。このことから，P91鋼溶着金属において，Coはδフ
ェライト残留抑制に有効であることが確認された。
2. 1. 2　Ac1点
　図 3 に溶着金属のMn，Ni，CoとAc1点との関係を示
す。従来から知られているとおり，溶着金属についても
Mn+Niを増加するにつれてAc1点が低下することが示さ
れた。いっぽう，0.8mass%までの範囲でCoを増加させ
ても，Ac1点はほとんど変化しないことが確認された。
こ れ ら の 結 果 か ら 推 定 さ れ るAc1点 は，Mn+Ni= 
1.2mass%で790～800 ℃ 程 度，Mn+Ni=1.0mass%で810
～820℃程度であることから，前述のASME Sec.Ⅰの規
定は妥当な値に設定されているといえる。
2. 1. 3　平衡計算からの考察
　Mn，NiおよびCoが δフェライトの残留およびAc1

点に及ぼす影響を，熱力学平衡計算ソフトThermo-Calc

図 1  開先形状と積層要領
Fig. 1  Groove configuration and pass sequences

図 2  PWHT後における後溶着金属原質部の光学顕微鏡像
Fig. 2  Optical micrographs of as welded zones after PWHT
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（Ver.S / Data base： TCFE_ 7 ） に よ り 考 察 し た。
Mn，NiおよびCo を1.5mass%まで添加した際にδ相が
安定に存在する下限温度，およびAe1点（γ相が安定に
存在する下限温度）の計算値の変化を図 4（ 1 ），（ 2 ）

に示す。Mn，NiおよびCoはいずれも，添加量が増すに
つれてδ相が安定に存在する下限温度を上昇させ，Ae1

点を低下させる作用があることがわかる。δ相が安定に
存在する下限温度を上昇させる作用は，δフェライト残
留抑制に効果があると考えられる。図 4（ 3 ）に示すと
おり，δ相が安定に存在する下限温度を上昇させる作用
はMn，Ni，Coいずれも大きな差は認められない。いっ
ぽう，MnおよびNiと比較してAe1点を低下させる作用
がCoは小さいことがわかる。これは，Co添加はMn，
Niと同様にδフェライト残留抑制に有効であると同時
に，Ac1点にはMn，Niほど大きな影響を与えないとい
う2.1.2項で述べた実験結果を支持するものである。
2. 2　クリープ破断特性
2. 2. 1　クリープ破断時間と合金成分の関係
　溶着金属のMn，Ni，Coとクリープ破断時間の関係を
図 5 に示す。なお，前述のとおりクリープ破断試験片の
採取位置は溶着金属断面の中央部であり，当該部位はい
ずれもδフェライトのないマルテンサイト単相組織であ
る。このため，本クリープ破断試験の結果はδフェライ
トの影響を考慮する必要はない。

図 4  δ相が安定に存在する下限温度およびAe1点に及ぼす
 Mn, Ni, Coの影響
Fig. 4  Effect of Mn, Ni and Co on temperatures of δ lower limit and 

Ae1

図 3  溶着金属のMn+Ni, Co量とAc1点の関係
Fig. 3  Relationship among Mn + Ni, Co contents and Ac1 temperatures 

of deposited metal

図 5  PWHT後における溶着金属の（1）Mn, （2）Ni, （3）Co量と
 破断時間の関係
Fig. 5  Relationships between (1) Mn, (2) Ni, (3) Co contents and time 

to rupture of deposited metals after PWHT
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　クリープ破断時間はNiと強い相関を示し，Niの低減
に伴ってクリープ破断時間が長時間化する傾向が認めら
れた。いっぽうで，MnおよびCoとクリープ破断時間
には，明瞭な相関は得られなかった。
2. 2. 2　クリープ破断試験前後の炭化物形態
　溶着金属（A），（B），（C）のクリープ破断試験前のレ
プリカTEM像を図 6 に示す。（A）をベースとし，（B）
はNiを低減，（C）はMn，Niを低減したものである。
いずれの溶着金属においても，サブマイクロンオーダの
炭化物が観察された。溶着金属（C）をさらに高倍率で
観察した像を図 7 に示す。図中のP1，P2で示すサブマ
イクロンオーダの炭化物に加え，図中の太矢印で示すよ
うに，数十ナノオーダーの微細な炭化物が観察された。
なお，サブマイクロンオーダの炭化物は，エネルギー分
散 型X線 分 析 ス ペ ク ト ル（Energy Dispersive x-ray 
Spectroscopy：EDS）においていずれも強いCrのピー
クが認められたことから，M23C6であると考えられる。
また，数十ナノオーダの微細炭化物はMCであると考え
られる。図 6 において（A），（B），（C）を比較すると，
M23C6のサイズおよび数に大きな相違は認められないこ
とから，Mn，Ni低減はクリープ破断試験前のM23C6の
サイズおよび数に影響を与えないと考えられる。
　図 8 にクリープ破断試験後のレプリカTEM像を示
す。なお，各図番の記号A-1，A-2等における末尾“ 1 ”，
“ 2 ”は写真倍率の相違を示す。M23C6について図 6 に示
したクリープ破断試験前の形態と比較すると，クリープ
破断試験中に粗大化し，数が減少していることがわか

る。いっぽうで，MCはクリープ破断試験後も微細なま
まであった。異なる試料同士を比較すると，M23C6のサ
イズおよび数にいずれも大きな相違はない。しかしなが
ら，MCは（A）を基準としてNiのみを低減した（B）
で数が顕著に増加する傾向が認められた。いっぽうで，

（B）と（C）を比較すると，Mnを低減しても，MCの
サイズや粒子数への影響は認められなかった。
2. 2. 3　クリープ破断試験前後のラス組織および転位形態
　クリープ破断試験前の溶着金属（A），（B），（C）の薄
膜TEM観察による明視野像を図 9 に示す。いずれの溶
着金属にも同一方向に伸びたラス状組織が観察された。

（A）を基準としてNiを低減した（B），（C）では，これ
らマルテンサイトラスサイズ（幅）が微細化する傾向が
認められた。いっぽうで，（B）と（C）とのラスサイズ

図 6  PWHT後における溶着金属のレプリカTEM像
Fig. 6  Replica TEM images of deposited metals after PWHT

図 8  クリープ試験後における溶着金属のレプリカTEM像（矢印はMCを示す） 
Fig. 8  Replica TEM images of deposited metals after creep testing (arrows indicate MC)

図 7  PWHT後における溶着金属（C）のレプリカTEM像
Fig. 7  Replica TEM image of deposited metal (C) after PWHT
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に明確な差は認められず，Mn低減による影響は確認で
きなかった。
　クリープ破断試験後の溶着金属（A），（B），（C）の薄
膜TEM観察による明視野像を図10に示す。図 9 で観察
されたラス組織が観察されなくなり，等軸状の組織が観
察された。P91鋼では，クリープ試験中の回復によりラ
スサイズが増加することが知られており，本検討におい
ても同様の現象が起きたものと考えられる 6 ）。（A）を
基準としてNiを低減した（B），（C）では，クリープ破
断試験後でもラスサイズが微細に維持されていることが
確認された。いっぽうで，（B）を基準としてMnを低減
した（C）では，ラスサイズへの影響は確認できなかった。
図10（A）をさらに高倍率で観察すると，これらの回復
したラス組織の境界は再配列した転位で構成されていた

（図11（A-1））。また，観察された転位には，転位端が
M23C6やラス境界に接して存在するものや，MCに引っ
かかったような状態に見えるものが存在した（図11（A-
2））。これらは，クリープ破断試験中の転位移動に対し，
ラス境界やM23C6，MCが障害として作用したことを示
唆する。
2. 2. 4　クリープ破断時間に及ぼすNiの影響
　Ni低減によりクリープ破断時間が長時間化する傾向

があることを図 5 に示した。Ni低減材では，クリープ
破断試験後のラスサイズが比較的微細なまま保持されて
おり，直接的にはこれがクリープ破断時間の長時間化を
もたらしたと考えられる 7 ）。クリープ破断試験中の高
温・高応力環境下においては，図11（A-1）に示したよ
うに転位同士の合体・消滅，回復による転位の再配列と
ともにラスサイズの粗大化が進行する。このため，Ni
低減により転位移動を遅らせる何らかの作用が生じた可
能性が高い 7 ）。そこで，本項ではNi低減による転位移
動抑制メカニズムについて考察する。
　転位移動を阻害する因子としてまず挙げられるのは，
炭化物粒子によるピン止め効果である。上述のとおり，
クリープ破断試験の前後ともにNiによるM23C6のサイズ
および数への顕著な変化は認められなかった。いっぽう
で，Ni低減材ではクリープ破断試験後も微細なMCが数
多く残存していた。つまり，微細なMCがクリープ破断
試験中も維持されたことでMCが転位移動を阻害し，ラ
スサイズの粗大化を抑制した可能性が考えられる。この
場合，Ni低減によりなぜMCが安定化したかが新たな疑
問となり，次のメカニズムが考えられる；
　　①MC→Z相遷移の遅延
　　②MCのオストワルド成長の抑制

図11  クリープ試験後溶着金属（A）の明視野像中に観察されたM23C6（白矢印）および MC（黒矢印）
Fig.11  M23C6 (shown by white arrows) and MC (black arrows) observed in the bright field images of deposited metal (A) after creep testing

図10  クリープ試験後溶着金属の明視野像
Fig.10  Bright field images of deposited metals after creep testing

図 9  PWHT後溶着金属の明視野像
Fig. 9  Bright field images of deposited metals after PWHT
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　　③Ni低減による転位易動度の低下
　①に関しては，P91鋼では，クリープ破断試験中に
MCがZ相に遷移し，ピン止め効果が失われることが一
般に知られている 6 ）。Ni低減によるクリープ破断強度の
改善はKimuraらによっても報告されており，この
MC→Z相遷移の抑制が原因と考察している 4 ）。いっぽ
うで，Z相の析出は数千時間以上の長時間クリープ破断
試験で報告されている現象であり，本検討のような数百
時間の短時間クリープ破断試験ではMC→Z相遷移は確
認されなかった。
　②に関しては，高Crフェライト鋼においてNi低減に
よるCurie温度の上昇は，600℃における合金元素の拡
散係数を低減させることが報告されている 6 ）。しかしな
がら，上述したようにクリープ破断試験後のM23C6のサ
イズおよび数に関してはNiによる相違が認められなか
った。このことから，本検討レベルでのNi低減が拡散
係数に対して有意な影響を及ぼしたとは考えにくい。し
たがって，本検討においてNi低減がMCのオストワル
ド成長を抑制した可能性は低い。
　③に関して，前野らはNi添加時のじん性改善メカニ
ズムについて検討し，低温においてNi添加は転位易動
度を上昇させると結論づけている 8 ）。本検討において
も，温度は異なるもののNi低減により転位易動度が低
下し，ラスサイズ粗大化の遅延につながった可能性は高
い。この場合，クリープ破断試験後のMC数が増加した
原因については，つぎのとおりと考えられる。図11に示
すとおり，クリープ破断試験中の転位は複数のMCにピ
ン止めされることが多い。このとき，MC間の転位が高
速拡散パスとして働き，MC間での溶質原子移動が促進
されることによって，オストワルド成長を加速させる。
ところが，Ni低減材では転位易動度が低下することで，
MCにピン止めされる転位が減少し，転位を介した溶質
原子の移動が少なくなると考えられる。その結果，MC
のオストワルド成長が起きにくくなり，Ni低減材では
クリープ破断試験中もMCが微細に維持されると推測さ
れる。実際にはNi低減による①転位易動度低下，②MC
安定化による転位ピン止め効果増大がラスの粗大化抑制
に対し，相乗的に作用したと考えるのが妥当と思われる。

むすび＝P91鋼溶着金属において，溶接金属組織，Ac1

点およびクリープ破断時間に及ぼすMn，NiおよびCo
の影響を調査し，つぎの結果を得た。

・MnおよびNiの低減により最終パス原質部にδフェ
ライトが残留するが，Coの添加により残留を抑制

できる。
・Mn，Niを低減することで，Ac1点が上昇する。Co

添加はAc1点にほとんど影響を及ぼさない。
・Niの低減は，MCを安定化しラスサイズ粗大化を抑

制することでクリープ破断時間を長時間化する。
　当社では，本検討で得られた知見に基づいてP91鋼母材
と同等の優れたクリープ破断特性を有する各種溶接材料を
開発・商品化し，国内外の市場へ向けて発信・展開してい
る。P91鋼用被覆アーク溶接棒であるTRUSTARCTM注 1 ） 
CM-95B91の溶着金属の化学成分と引張特性の一例を
表 2 に，クリープ破断特性を図12に示す。今後も火力
発電ボイラ業界におけるさらなる高温化・高圧化などの
要求に応えるべく，溶接材料の開発に取り組んでいく予
定である。
　
参　考　文　献
1 ） L. Chen et al. Welding in the world. 2012, Vol.56, No.1, p.81-91.
2 ） 坂野泰隆ほか. 溶接学会誌. 2016, Vol.85, No.6, p.25-31.
3 ） F. Abe, Structural Alloys for Power Plants. Woodhead 

publishing. 2014, p.277.
4 ） K. Kimura et al. Procedia Engineering. 2013, Vol.55, p.2-9.
5 ） Electric Power Research Institute. Guidelines and 

Specifications for High-Reliability Fossil Power Plants, 2 nd 
Edition. 2015.

6 ） K. Maruyama et al. ISIJ International. 2001. Vol.41, No.6, 
p.641-653.

7 ） 澤田浩太ほか. 鐵と鋼. 1998. Vol.84, No.8, p.580-585.
8 ） 前野圭輝ほか. 鐵と鋼. 2012. Vol.98, No.12, p.667-674.
9 ） NIMS Creep Data Sheet, 2014, No.43A.

表 2  CM-95B91溶着金属の化学成分および引張特性の一例
Table 2  Typical chemical compositions and tensile properties of CM-95B91 deposited metal

図12  CM-95B91溶着金属のクリープ破断性能
Fig.12  Creep rupture properties of CM-95B91 deposited metals

脚注 1 ）TRUSTARCTM（ ）は当社の商標である。



神戸製鋼技報/Vol. 67 No. 1（Mar. 2018） 39

まえがき＝近年，超重質油の有効活用を目的として，従
来よりも高温で処理する新しい石油精製プロセスの実用
化が検討されている。ASME Sec.Ⅷ-2に規定された各
鋼材の温度と許容応力の関係を図 1 に示す 1 ）。既存の石
油 精 製 用 リ ア ク タ 用 鋼 材 と し て は2.25Cr-1Mo鋼 や
2.25Cr-1Mo-1/4V鋼が主流であるが，ASMEにおける最
高設計温度は482℃である。運転温度の高温化を実現す
るためには，より高温強度に優れた材料の適用が必要と
なる。9Cr-1Mo-1/4V-Nb鋼はその優れたクリープ強度か
ら，火力発電用ボイラ鋼管として既に広く実用化されて
おり，500℃程度の運転を想定した高温リアクタに適し
た鋼種として検討されている。本稿では，9Cr-1Mo-
1/4V-Nb鋼製高温リアクタ用として開発したサブマージ

アーク溶接および内面耐食肉盛溶接材料について紹介す
る。

1 ．シェル用サブマージアーク溶接材料の開発

　リアクタ本体を構成するシェルは板厚が200 mmを超
えるものもあり，周継手溶接には能率の観点から 2 電極
による狭開先タンデムサブマージアーク溶接が適用され
る。
1. 1　高温割れの防止
　ボイラ鋼管の溶接に用いられる9Cr-1Mo-1/4V-Nb鋼
用のサブマージアーク溶接材料を狭開先のタンデム溶接
にそのまま用いた場合，図 2 に示すように高温割れが発
生する。この高温割れは，溶融した溶接金属が凝固する
過程で開口した凝固割れであり，一般的に固液共存域で
ある凝固脆性温度領域（Brittle Temperature Range, 以

9Cr-1Mo-1/4V-Nb鋼製高温リアクタ用溶接材料
Welding Consumables for High-temperature Reactor Pressure Vessels 
Made of 9Cr-1Mo-1/4V-Nb Steels

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

（技術資料）

When used in oil refining processes, reactors made of 9Cr-1Mo-1/4V-Nb steel can operate at 
temperatures higher than those of conventional reactors. We have developed welding consumables 
used for producing such reactors. The welding consumable for tandem submerged arc-welding (T-SAW) 
of reactor-body shell rings has a decreased carbon (C) content to reduce hot-cracking sensitivity, an 
issue associated with the welding of 9Cr-1Mo-1/4V-Nb steel, and has excellent mechanical properties 
even after an extended period of post-weld heat treatment (PWHT). As a mock-up test, this welding 
consumable was applied to a narrow-groove T-SAW of a forged shell ring with a thickness of 225 
mm, and favorable results were obtained. In the case of the overlay welding of stainless steel on the 
reactor inner surface, PWHT at a high temperature may cause the generation of σ phase, which must 
be suppressed. To deal with this issue, a strip  electrode with low Mn content has been developed to 
produce 347 type overlaid weld metal. This paper explains the compositional design concept of the 
newly developed welding consumables and reports on the performance of the weld metal.
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図 1  各種Cr-Mo鋼の許容応力
Fig. 1  Maximum Allowable Stress of Cr-Mo steels

図 2  狭開先SAW溶接における高温割れの一例
Fig. 2  Typical Hot Cracking in narrow gap SAW welding
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下BTRという）が広いほど発生しやすい傾向にある 2 ）。
　熱力学計算ソフトThermo-calcを用いたシャイル凝固
シミュレーションは凝固界面の元素分配を考慮した計算
モデルであり，最終凝固部の元素濃化を見積もることが
可能である。このモデルを用いて溶接金属の凝固過程に
おける組成変化を考慮した，最終凝固部における凝固温
度を計算することでBTRを算出した。
　さらに，種々の成分を有する9Cr系溶接金属を作製し，
トランスバレストレイン試験により高温割れ感受性を実
験的に評価した。計算によるBTRとトランスバレスト
レイン試験（ひずみ量2.0%）における最大割れ長さの関
係を図 3 に示す。BTRの増大とともに最大割れ長さは
増加傾向にあり，BTRの低減が高温割れ感受性の低減
に有効であることが分かった。そこで，溶接ワイヤに含
まれるC （炭素）を低く設計することにより，BTRを低
減することとした。
1.2　PWHT条件と機械性能の関係
　リアクタの製造工程では，溶接部の機械性能改善や脱
水素などを目的に溶接後熱処理（PWHT）が行われる。
リアクタ製造のように複数のブロックから大型機器に組
み立てる工程では，溶接継手によっては複数回の
PWHTが繰り返される。
　PWHT条件と引張性能および衝撃性能の関係をそれ
ぞれ図 4 および図 5 に示す。PWHT条件をラーソン・
ミラーパラメータ（Larson-Miller parameter）として
整理すると，ラーソン・ミラーパラメータが高くなるほ
ど0.2%耐力および引張強さは低下する傾向にある。い
っぽう，20℃でのシャルピー吸収エネルギーは，ラーソ
ン・ミラーパラメータが高くなるほど増加する傾向にあ
る。つまり，引張性能を確保するにはPWHTを 3 ～ 4
回実施した条件（Max. PWHT）では不利であり，逆に衝
撃性能はPWHTを 1 回のみ実施した条件（Min. PWHT）
が厳しい条件といえる。
1. 3　Mn＋Ni量と引張性能およびAC1変態点の関係
　PWHTを伴う溶接施工においては，鋼材ごとに適切
な温度を設定する必要がある。溶接のまま（以下AW
という）で硬化したマルテンサイト組織のじん性および

延性を回復させるために，9Cr-1Mo-1/4V-Nb溶接金属
では，一般的に750℃前後のPWHT温度が選択される。
ここで，PWHT温度が溶接金属のAC1変態点を超える
と，溶接金属はオーステナイト相に逆変態するため，冷
却後にフレッシュマルテンサイト組織が生成する。これ
により，機械性能，とくにじん性が劣化する。これらの
不具合を避ける目的で，溶接材料にはAC1変態点を下げ
る効果があるMn量とNi量の合計（以下，Mn+Ni量と
いう）の上限が規制される 3 ） 4 ）。
　そこで，最適なMn+Ni量を見極めるため，溶接金属
のMn+Ni量を変化させた際のAC1変態点を測定した。
溶接金属のMn+Ni量とAC1変態点の関係を図 6 に示す。
なお，AC1変態点の測定には，AWの溶接金属から採取
した円柱状の試験片を高真空雰囲気下で誘導加熱し，非
接触式の光学式変位測定器を用いて試験片の熱膨張変化
を検出する方法を用いた 5 ）。AC1変態点はMn+Ni量が増
加するに従って低下する傾向にある。リアクタ製造にお
けるPWHT温度を745±15℃と想定すると，PWHT温
度より十分に高いAC1変態点を得るためにはMn+Ni量
を2.0%以下に制限する必要がある。
　760℃×32hのPWHTにおける溶接金属のMn+Ni量
と室温での引張性能との関係を図 7 に示す。溶接金属の
Mn+Ni量が低くなると，0.2%耐力および引張強さは低

図 3  凝固脆性温度領域（BTR）とひずみ量＝2.0％での最大割れ
長さとの関係

Fig. 3  Relationship between calculated brittle temperature range
（BTR） and maximum crack length at strain＝2.0％

図 5  ラーソン・ミラーパラメータとシャルピー吸収エネルギー
との関係

Fig. 5  Relationship between Larson-Miller parameter and absorbed 
energy at Charpy V-notch Impact test

図 4  ラーソン・ミラーパラメータと0.2％耐力, 引張強さとの関係
Fig. 4  Relationship between Larson-Miller parameter and 0.2％ proof 

stress, tensile stress
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下する傾向にある。ASME 6 ） に規定される9Cr-1Mo-
1/4V-Nb鋼の0.2%耐力および引張強さ（0.2%耐力≧
415MPa，引張強さ：585～760MPa）を満足させるため
には，溶接金属のMn+Ni量を1.25%以上添加する必要
がある。
1. 4　開発材の設計と諸性能
　上記知見をもとに，高温割れ感受性を低減しながら，
優れた機械性能を両立するシェル周継手溶接用サブマー
ジアーク溶接材料を開発した。開発材による溶着金属の
化学成分と機械性能例を表 1 に示す。衝撃値は，ASME 
Sec. Ⅷ, Div. 2 記載の要求値である55J以上を十分に満
足する値が得られている。溶接金属のAc1測定温度は784
℃であり，PWHT温度に対して余裕がある。
　光学顕微鏡による溶接金属（溶接まま）のミクロ組織
を図 8 に示す。全面マルテンサイトであり，機械性能の
劣化原因となるδフェライト組織は確認されない。760
℃ × 32 h PWHT後の溶接金属再熱部の走査型電子顕
微鏡による観察結果を図 9 に示す。760℃×32 h PWHT
後の溶接金属の抽出残渣（ざんさ）分析では，VとNb
の炭窒化物が確認されている。よって，図 9 で認められ
る粒内析出物は，高温強度特性に有効なVやNbを主体
とする炭窒化物と推定される。
　板厚225 mmの9Cr-1Mo-1/4V-Nb鍛造鋼製シェルリン
グ（図10）7 ）～ 9 ）と開発した溶接材料を用いてモックア
ップ試験を行った。狭開先タンデムサブマージアーク溶
接の様子と継手の断面マクロ写真を図11に示す。狭開
先施工において良好な溶接作業性を実現しており，高温
割れなどの欠陥がない健全な溶接継手が得られている。

機械性能についても良好な結果であることを確認した。

2 . 内面耐食肉盛用溶接材料の開発

　耐食性を確保するため，リアクタ内面にはオーステナ
イト系ステンレス鋼の帯状電極を用いて肉盛溶接が行わ
れる。オーステナイト系ステンレス鋼溶接金属は，600
～900℃程度の温度域に保持されるとσ相が析出して脆
化することが知られており，その生成速度は750～800℃
程度が最も速い10）。9Cr-1Mo-1/4V-Nb鋼製リアクタで
は，PWHT温度が740～775℃であり，σ脆化しやすい
温度域と重なる。705℃から825℃の各温度で32h保持し
た347系肉盛溶接金属の抽出残渣をX線回折により解析
した結果を図12に示す。AWや2.25Cr-1Mo-V鋼のPWHT
条件である705℃と比較して，750～800℃で保持された
溶接金属ではσ相の含有率が高くなっている。
　そこで，σ脆化の抑制を主眼に化学成分を最適化した
帯状電極を開発した。開発した帯状電極を用いた347系
1 層肉盛溶接金属の化学成分を表 2 に示す。オーステナ
イト系ステンレス鋼のσ相析出を促進する元素として
は，Mo, V, Ti, Nb, Cr, Si, Mn等が挙がられる11）。本開
発材では，一般的な347溶接金属と比較しMn, Cr, Ni, 
Nb量を低減しつつ，粒界腐食の原因となるクロム炭化
物の生成源であるCを0.04%以下に抑えている。さらに，
δフェライト量を 5  FN（フェライトナンバー注 1 ））程

図 6  溶接金属のMn+Ni量とAC1変態点との関係
Fig. 6  Relationship between Mn+Ni in weld metal and AC1 

Temperature

表 1  開発材による溶着金属の化学成分と機械性能の一例
Table 1  Typical chemical composition and mechanical properties of deposited metal with developed welding consumables

脚注 1 ） フェライトナンバーはWRC組織図においてオーステナイ
ト系ステンレス鋼溶接金属に含まれるδフェライト量を
表す単位であり，高温割れを防止できるフェライト量の
目安は 3 FN程度以上である。

図 7  溶接金属のMn+Ni量と0.2％耐力, 引張強さとの関係（PWHT：
760℃×32hr）

Fig. 7  Relationship between Mn+Ni in weld metal and 0.2％ proof 
stress, tensile stress after PWHT at 760℃ for 32hours
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度確保している。
　σ脆化による溶接金属の延性を評価するため，種々の
曲げひずみ量での側曲げ試験を行い，曲げ面における開
口の有無を調査した結果を表 3 に示す。一般的に実施さ
れる曲げ試験では，曲げひずみが22%相当の条件で行わ
れるが，開発材では曲げひずみが28%に相当する条件に
おいても開口はなく，高い延性を有している。
　溶接金属中に分散する介在物組成をEPMA自動粒子
解析により比較した結果を図13に示す。開発材では介
在物中のSi濃度が高くなっている。Siは溶接時の湯流れ

を確保する目的で，主に酸化物としてフラックスに添加
されるが，溶接金属では介在物以外にδフェライト相に
濃化する。σ相はδフェライトから生成するが，開発材
ではσ相生成を促進するSiが介在物に多く取り込まれ
た結果，相対的にδフェライト相中のSi濃度が低下し
てσ相生成が抑制されたものと考えられる。
　347系溶接金属のEPR （Electrochemical Potentiokinetic 
Reactivation）試験12）による再活性率の測定結果を図14
に示す。9Cr-1Mo-1/4V-Nb鋼製リアクタが受ける熱履歴
を模した条件（PWHT：750℃，操業：500℃）では，

図12  X線回折による347溶接金属抽出残渣の解析結果
Fig.12  XRD analysis of extracted  residues of 347 weld metal

図11 シェル周継手のタンデムサブマージアーク溶接および断面
マクロ写真

Fig.11 Cross sectional macro view of circumferencial welded shell 
ring in Tandem-SAW

図 8  光学顕微鏡による溶接金属（溶接まま）のミクロ組織
Fig. 8  Optical microstructure of weld metal as welded condition

図 9  760℃, 32時間のPWHT後の走査型電子顕微鏡による
 溶接金属のミクロ組織
Fig. 9  Scanning electron microscope images of weld metal after 

PWHT at 760℃ for 32 hours

図10  9Cr-1Mo-1/4V-Nb鍛造鋼製シェルリング
Fig.10  Forged shell ring made of 9Cr-1Mo-1/4V-Nb steel

表 3  側曲げ試験における曲げ歪量と試験結果
Table 3  Bending strains and results in side bend tests

表 2  肉盛溶接金属の化学成分
Table 2  Chemical composition of overlay weld metal
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2.25Cr-1Mo-V鋼リアクタの条件（PWHT：705℃，操業：
450℃）よりも再活性化率が低く，クロム炭化物析出に
よる粒界腐食（鋭敏化）の進行が遅いことを示している。
これは，図12においてM23C6 （Cr23C6）の生成量が750℃
の方が705℃よりも少ない結果にも裏付けられる。
　以上より，9Cr-1Mo-1/4V-Nb鋼リアクタ特有のPWHT，
操業温度に適した肉盛溶接用帯状電極を開発し，良好な
機械性能と耐食性が確認された。

むすび=超重質油の精製プロセス用に実用化検討が進む
9Cr-1Mo-1/4V-Nb鋼製高温リアクタ用として，従来の
2.25Cr-1Mo鋼や2.25Cr-1Mo-V鋼とは異なる溶接後熱処
理条件や運転温度を考慮して成分設計を行い，専用の溶
接材料を開発した。当社の強みである鍛造材を使った圧
力容器の製造技術がより一層進歩し，ますます拡大する
エネルギー需要への対応に寄与できるものと期待する。
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図13  347溶接金属中の介在物組成（a：一般材，b：開発材）
Fig.13  Concentraion ratio of nonmetallic inclusions (a: Conventional, b: Developed)

図14  EPR試験における再活性率測定結果
Fig.14  Reactivation ratio by EPR test
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まえがき＝近年のアーク溶接は，溶接ロボットなどによ
る自動化も含め，ワイヤを用いる溶接法による合理化が
進んでいる。このため，アーク溶接の中で最も歴史の古
い被覆アーク溶接の適用は減少傾向にある。いっぽう
で，被覆アーク溶接は溶接電源以外の装置やシールドガ
スの必要がない最も簡素なアーク溶接法であり，幅広い
業種・分野において，溶接品質の信頼度の高さという観
点からも，今もなくてはならないアーク溶接法である。
　JIS Z3211「軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用被覆アー
ク溶接棒」では，溶着金属の機械的性質や化学成分だけ
でなく，被覆剤の種類により記号が多種に分類されてい
る。これは，被覆アーク溶接は簡素な溶接法であるがゆ
えに，溶接金属に要求される品質，用途，目的に応じて
使用できるよう，多様な種類が存在しているためであ
る。
　本稿では，被覆アーク溶接棒の被覆剤の種類と特徴，
またアーク溶接中に機能する各種被覆剤の作用について
解説するとともに，被覆アーク溶接のアーク現象を可視
化した一例を紹介する。

1 ．被覆アーク溶接の原理と被覆剤の作用

1. 1　被覆アーク溶接電源
　被覆アーク溶接の溶接電源には交流溶接機と直流溶接
機があり，両方式ともアーク電圧変化に対して電流値変
動の少ない垂下特性が採用されている。ガスシールドア
ーク溶接などで採用されている定電圧特性と比較した垂
下特性における電流に対する電圧特性を図 1 に示す。
　垂下特性は，溶接中のアーク長変動による瞬間的なア
ーク電圧変動や，被覆アーク溶接において不可避的な溶
接棒長の減少に伴う電圧降下量の減少があっても，溶接
電流の変動はごくわずかなものとなり，溶接棒の溶融速

度にはほとんど影響が出ない特徴があり，被覆アーク溶
接に適している。
　日本国内の被覆アーク溶接用の溶接電源は交流が主流
となっているが，可搬性の良いエンジン式溶接機などに
は直流もある。また，諸外国の溶接現場では，直流溶接
機の適用は日本国内より多い傾向にある。溶接品質に及
ぼす交流と直流（電極プラス）の比較を表 1 にまとめる。
また，交流溶接と直流溶接（電極プラス）の溶接電流な
らびにアーク電圧の時間変動を記録した波形の一例を図
2 に示す。
　交流と比較して直流（電極プラス）は，陽極溶融時に
被覆剤中の水分放出ならびにガス発生が盛んである。こ

被覆アーク溶接棒における被覆剤の機能と特徴
Functions and Characteristics of Coating Flux on Covered Electrodes

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

（解説）

There are a variety of covered electrodes with functions and characteristics in accordance with their 
applications. This paper provides an overview of coating fluxes used for covered electrodes. It includes 
an example in which observations were made on the arc phenomena of electrodes covered with a high-
titania-type coating and an iron-powder low-hydrogen type coating, using a high-speed camera based 
on laser irradiation. It has been found that, in case of the high-titania-type coating, both the core and 
covered flux contribute to the formation of arc, while, in case of the iron-powder low-hydrogen type 
coating, only the core contributes to that.

栗山良平＊1

Ryohei	KURIYAMA

＊ 1  溶接事業部門　技術センター　溶接開発部

図 1  被覆アーク溶接用電源の電流電圧特性
Fig. 1  Current-voltage characteristics of power source for shielded 

metal arc welding

表 1  電源極性が溶接性能に及ぼす影響
Table 1  Typical influences of power source polarity on welding 

performance



神戸製鋼技報/Vol. 67 No. 1（Mar. 2018） 45

のため，低温割れの原因となる拡散性水素量は比較的低
く，良好な値を示す。その反面，直流方式では磁気吹き
によりアークが不安定になる。
　いっぽうで交流は，直流と比較して陽極溶融に費やさ
れるエネルギーの割合が少ないため，結果，被覆剤に添
加している合金元素が溶接金属中に残存しやすくなり，
溶接金属の機械的性能の確保が可能である。しかしなが
ら，交流方式では点弧・消弧を繰り返すことによる溶滴
移行の不安定などになりやすい。このように，直流と交
流にはそれぞれ一長一短がある。
1. 2　被覆剤の主な作用
　被覆アーク溶接棒は心線と被覆剤で構成されている。
市場に流通している軟鋼および高張力鋼用の被覆アーク
溶接棒の心線は，炭素やマンガンが少量添加されただけ
の軟鋼線材が一般的である。被覆剤には，ガス発生剤，
スラグ生成剤，脱酸剤，合金添加剤，アーク安定剤，な
らびに固着剤などの機能を有する原料が適正な比率で配
合されている。代表的な被覆剤の原料と主な作用を表 2
に示す。
　ガス発生剤の作用を図 3 に示す。溶融金属を保護する
ためにアーク熱による熱分解で大量の遮蔽（しゃへい）
ガスを発生する。代表的なガス発生剤は炭酸カルシウム
であり，熱分解によって発生する二酸化炭素が遮蔽ガス
となる。スラグ生成剤は，アーク熱によって溶融スラグ
となって溶融池へ移行する（図 4 ）。スラグは溶融池上
で溶融金属の酸化や窒化を防止するだけでなく，溶接ビ
ードの形状や外観を適正に保つうえでも重要な役割を果
たしている。とくに，上向き・立向き上進・横向き姿勢

においては，重力により溶融池が下方へ垂れ落ちること
を抑止する機能を有し，重力に反した溶接姿勢での溶接
を可能にしている。代表的なスラグ生成剤は酸化チタ
ン，けい砂，酸化鉄，二酸化マンガンなどである。
　脱酸剤は溶融金属中の酸素と反応して酸化物を生成
し，溶融金属上にスラグとなって浮上することによっ
て，溶接金属の酸素量を低減させる働きがある。なお，
脱酸剤のこうした働きは，スラグの塩基度に大きく左右
されることが知られている。また，合金添加剤は溶接金
属の化学成分を調整するために添加しており，代表的な
ものとしてフェロマンガンやフェロシリコンが挙げられ
る。脱酸剤ならびに合金添加剤の作用を図 5 に示す。
　アーク安定剤は，化合物中のイオン化エネルギーが低
いNaやＫなどのアルカリ金属を含む化合物であり，被
覆剤に添加されている。
　上述の被覆剤の原料は粉末で構成されている混合物で
ある。このため，被覆剤の原料を心線に固着させる目的
で固着剤を用いている。けい酸カリウムやけい酸ソーダ
などの水ガラスが代表的な固着剤であり，ほとんどの被
覆アーク溶接棒に適用されている。

図 2  溶接電流およびアーク電圧の波形一例
Fig. 2  Analog diagrams of  welding current and arc voltage

表 2  代表的な被覆剤原料と主な作用
Table 2  Typical function of major raw materials contained in 

coating flux 

図 5  脱酸剤ならびに合金添加剤の作用を示す模式図
Fig. 5  Schematic illustration showing function of deoxidizer and 

alloy additive

図 4  スラグ生成剤の作用を示す模式図
Fig. 4  Schematic illustration showing function of slag former

図 3  ガス発生剤の作用を示す模式図
Fig. 3  Schematic illustration showing function of gas generator
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2 ．被覆アーク溶接棒の種類と特徴

2. 1　被覆剤の種類の系統
　被覆アーク溶接棒は，その被覆剤の種類によって系統
立てられており，イルミナイト系，高酸化チタン系，ラ
イムチタニヤ系，鉄粉酸化チタン系，高セルロース系，
低水素系ならびに鉄粉低水素系などに分類されている。
これらの系統に用いられている心線は同等であり，その
性能差は被覆剤の配合によって決まる。
　系統別の代表的な被覆アーク溶接棒の性能，酸素量お
よび拡散性水素量の一例を表 3 に示す。
2. 2　イルミナイト系
　イルミナイト系は国内の被覆アーク溶接棒としては最
も歴史が古く，国内で多く適用されてきた実績がある
一方で，海外の適用数は少ない。当社の代表的な銘柄に
は FAMILIARCTM 注 1 ）B-10，FAMILIARCTM B-14，
FAMILIARCTM B-17などがある。被覆剤はイルミナイ
ト鉱石（酸化チタン，酸化鉄）を主成分として含んでお
り，スラグ流動性に富んでいることから全姿勢溶接に適
用される。また，他系統と比べてアークの吹き付けが強
くて溶け込みも深く，Ｘ線透過試験の性能に優れている
ことから，各種圧力容器や一般構造物の20mm程度まで
の中厚板に適している。
2. 3　高酸化チタン系
　高酸化チタン系は，国内をはじめ世界各国で広く使用
されている被覆アーク溶接棒である。とくに作業性の良
さと良好なビード外観により，ASEAN諸国では高酸化
チタン系の占める比率が高い。高酸化チタン系は直流，
交流を問わず，他の被覆系統に比べてアーク安定性に富
んでおり，スパッタ発生量も少ない。また，酸化チタン
を多く含有するスラグは，凝固すると溶接金属表面から
自然剥離（はくり）しやすい性質があり，美しい溶接ビ
ード外観を呈する。溶接金属の酸素量は高く，溶接ビー
ドの伸びも良いため，薄板の溶接に適している。いっぽ
う，他の系統と比べて溶接金属の拡散性水素量は高く，

溶接金属の衝撃性能も劣っている。このため，中厚板や
重要構造物などの溶接には適していない。当社の代表的な
銘 柄 に はFAMILIARCTM RB-26やFAMILIARCTM B-33
がある。
2. 4　ライムチタニヤ系
　ライムチタニヤ系は被覆剤に炭酸カルシウム（ライム）
と酸化チタンを多く含んでおり，高酸化チタン系の弱点
である溶接金属の拡散性水素量や衝撃性能を改善した系
統である。アーク安定性などの溶接作業性は高酸化チタ
ン系に匹敵するほど良好であり，日本国内の市場ではラ
イムチタニヤ系の使用量が最も多い。当社の代表的な銘
柄にはFAMILIARCTM Z-44やFAMILIARCTM TB-24があ
る。
2. 5　鉄粉酸化チタン系
　鉄粉酸化チタン系は被覆剤に多くの鉄粉を含有するこ
とから，溶着量の大きい溶接を可能にしている。優れた
スラグ剥離性や美しいビード外観は高酸化チタン系に匹
敵し，日本国内では造船などのすみ肉溶接に多く適用さ
れている。とくに，φ6.0～8.0 mmまでの太径心線に厚
被覆を施した被覆アーク溶接棒は，グラビティ溶接とい
う施工法によく用いられている。グラビティ溶接機の外
観を図 6 に示す。グラビティ溶接では，斜めに下降する
レールをスライドできるよう溶接棒をつかむホルダが設
置されている。アークスタート後は，被覆アーク溶接棒
の消費に合わせて先端がスライドすることにより，すみ
肉を倣う形で溶接が継続される。グラビティ溶接機を一
度セットすると，自動ですみ肉溶接ができるため，溶接
作業者一人で同時に 4 ～ 5 台を操作することができ，
生産性向上に大きく寄与できる。当社の代表的な鉄粉
酸化チタン系の銘柄にはグラビティ溶接に適した
FAMILIARCTM LT-B50があり，水平すみ肉溶接ではお
おむね心線径と同等の脚長が得られる。
2. 6　高セルロース系
　高セルロース系は被覆剤にセルロースを多く含有して
いる。アーク熱でセルロースが燃焼し，二酸化炭素や水

脚注 1 ） FAMILIARC（ ）は当社の商標である。

表 3  代表的な被覆剤種類系統の銘柄における溶着金属の性能と拡散性水素量
Table 3  Performances and diffusible hydrogen contents of deposited metals on typical brands
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蒸気ガスなどを発生させることで遮蔽ガスの役割を果た
している。国内での適用は極めて少ないが米国では古く
から多く使用されている系統である。高セルロース系は
強いアークを発し，特にパイプの円周継手の初層裏波溶
接では他の系統と比べて随一の溶接作業性を有してい
る。しかし，比較的小さい粒のスパッタが大量に発生す
るという欠点もある。また，有機物であるセルロースを
多く含有することから，溶接金属の拡散性水素量は高
く，重要構造物の中厚板には適していない。当社の代表
的な高セルロース系の銘柄はFAMILIARCTM KOBE-6010
などがある。
2. 7　低水素系
　低水素系は，被覆アーク溶接棒の中で最も良好な溶接
金属の機械的性質を得ることができる系統である。軟鋼
や一般炭素鋼に対しては，用途に応じて低水素系以外の
系統も多く適用されているが，高張力鋼，低温用鋼，耐
熱鋼など比較的重要部材に用いる鋼材に適用される被覆
アーク溶接棒は，低水素系や鉄粉低水素系に限られてい
る。低水素系の被覆剤は，炭酸カルシウム（ライム）や
フッ化カルシウム（蛍石）を多量に含有しており，発生
する分解ガスが無酸化性雰囲気もしくは還元性雰囲気を
つくる。これが，溶融池を大気から遮蔽して溶融金属の
窒化と酸化を防止する効果が大きい。一般的な低水素系
被覆アーク溶接棒における溶接金属の酸素量は300 ppm
程度であり，これはソリッドワイヤの炭酸ガスシールド
アーク溶接を凌（しの）ぐ少なさである。なお，低水素
系被覆アーク溶接棒は他の系統と比べると被覆剤の導電
性が低いため，アークスタート性が劣っている。それ
を補うため，被覆アーク溶接棒の先端にアークスター
ト時の発火性に効果のある塗布剤を処理したものが一
般 的 で あ る。 当 社 の 代 表 的 な 低 水 素 系 の 銘 柄 は
FAMILIARCTM LB-47やFAMILIARCTM LB-52Uなどが
ある。
2. 8　鉄粉低水素系
　鉄粉低水素系は，被覆剤に20～30%程度の鉄粉を含有
していることを除けば，低水素系に類似した被覆剤成分
である。なお，被覆剤に鉄粉を含有することに由来し，

同径の被覆アーク溶接棒で単位長さあたりに得られる溶
着量は低水素系よりも鉄粉低水素系のほうが大きくな
り，溶接能率は向上する。図 7 に低水素系と鉄粉低水
素系の単位棒長さに対する溶着量の比較を示す。当社
の 代 表 的 な 鉄 粉 低 水 素 系 の 銘 柄 は FAMILIARCTM 

LB-52-18やFAMILIARCTM LT-B52Aがある。後者は厚
被覆を有していることから下向きや水平すみ肉溶接に好
適であり，グラビティ溶接にも適用可能である。

3 ．被覆アーク溶接のアーク現象の観察

3. 1　被覆系統によるアーク現象の比較
　各種被覆系統の中でもとくにアーク安定性が優れてい
る高酸化チタン系のアーク現象を高速度カメラを用いて
観察した。比較のため，とくに交流溶接でアーク不安定
やアーク切れが発生しやすい鉄粉低水素系も観察した。
今回，アークで覆われている溶滴移行現象をより詳しく
観察するため，レーザを照射しながらアーク現象の観察
を行った。
　アーク光を減衰させて撮影するために減光フィルタお
よび露光時間の調整を行った。しかし，それだけでは視
野全体が暗くなるため，撮影方法を工夫した。すなわち，
カメラの露光タイミングでレーザ（波長0.64μm）をパ
ルス発光させ，その波長のみを透過させるバンドパスフ
ィルタをカメラに取り付けることによって，相対的にア
ーク光を弱めて視野全体の光度を保った。
　溶接電圧波形と溶滴移行現象の関係性を明確にするた
め，被覆アーク溶接棒の溶滴移行と溶融池を高速度カメ
ラで撮影しながら，溶接電流とアーク電圧を同期計測し
た。溶接電流値が交流の電極プラス側最大値ならびに電
極マイナス側最大値になったときの高酸化チタン系なら
びに鉄粉低水素系の代表的なアーク現象を図 8 に示す。
電極プラス側に着目すると，鉄粉低水素系ではアークが
中央に強く集中している。これ対して高酸化チタン系で
は，弱めのアークが被覆剤先端からも発生し，アーク発
生範囲は鉄粉低水素系よりも広範囲で全体的にアーク光
が弱くなっている。また，アークプラズマの形状は，高
酸化チタン系では被覆アーク溶接棒の直下で安定してい
るのに対し，鉄粉低水素系では揺らいでいる様子が観察

図 6  グラビティ溶接機
Fig. 6  Gravity welding machine

図 7  単位棒長さに対する溶着量の比較の一例
Fig. 7  Example of deposit rate on unit electrode length 
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された。さらに，鉄粉低水素系では溶滴が大きく成長し
やすく，被覆アーク溶接棒の先端から溶滴が離脱しにく
い。このため，溶融池と溶滴間の距離が狭まりアーク長
も短くなる傾向にあった。さらに，被覆アーク溶接棒の
先端から溶滴が離脱できずに大きく成長すると溶融池と
溶滴は短絡し，交流電流の極性が入れ替わるときに短絡
状態が解除できないとアーク切れになってしまう現象が
発生していた。なお，高酸化チタン系では被覆アーク溶
接棒の先端で溶滴が成長する前に離脱し，アーク長は一
定に保たれた状態になっていることが観察された。
3. 2　被覆剤がアーク現象に及ぼす影響の考察
　鉄粉低水素系と高酸化チタン系のアーク現象の違いを
観察したところ，アークの発生位置，およびアークプラ
ズマの形状と溶滴の切れやすさに特徴的な違いがあっ
た。
　鉄粉低水素系の被覆剤は炭酸カルシウムや蛍石などス
ラグの導電性が低い物質を主体に構成されているため，
被覆アーク溶接棒先端のアーク発生点は被覆剤ではな
く，内側にある心線が溶融した溶滴からのみとなる。そ
のため，被覆アーク溶接棒先端の中央部に集中したアー
クが観察される。いっぽう，高酸化チタン系の被覆剤は
スラグの導電性が高いため，溶融した被覆剤の酸化チタ
ンからもアークが発生すると考えられる。そのため，被
覆アーク溶接棒先端の広い範囲からアークが発生し，電
流密度が低下してアーク光は弱くなったものと考えられ
る。
　鉄粉低水素系では，溶接金属の酸素量が低く（約
350 ppm），被覆剤中の石灰や蛍石などの遮蔽ガスの効
果で溶滴の酸素量も低いと考えられる。溶滴中の酸素量
低下は溶滴の表面張力を高める。また，被覆剤に含まれ
る鉄粉は溶滴の成長を助長する。これらにより，心線の

直下で前後左右に揺らぎやすい大きい溶滴が形成してい
ると考察される。逆に，高酸化チタン系では溶接金属の
酸素量が高く（約950 ppm），溶滴の酸素量も高いと考
えられ，表面張力が低い。このため，大粒に成長する前
に溶滴は小粒のまま溶融池へ移行していると考察され
る。

むすび＝日本国内は少子高齢化が加速しており，溶接士
の数も減少している。また，被覆アーク溶接が適用され
る箇所は減少すると考えられ，溶材メーカ同士の被覆ア
ーク溶接棒の販売競争は激化していくと予測される。
　手動で施工される被覆アーク溶接における品質ニーズ
には『アークの吹き付け強さ』や『アークの広がり』な
ど，定量化の難しい現象が多くある。溶接士の多様なニ
ーズに応えるためには，被覆剤配合と溶接作業性の関連
付けが必要不可欠なことである。本稿で紹介した高速度
カメラによるアーク現象の可視化は，溶接士のニーズを
より具体的に捉え，定量的に考察するうえで有用な計測
方法の一例であると考えている。
　これまでに培ってきた被覆アーク溶接棒の設計技術を
土台に新たな観察，計測および解析の技術も駆使し，高
い顧客満足度を得ることができる被覆アーク溶接棒のメ
ニューを拡充することにより，当社プレゼンスの維持向
上に今後も寄与していきたい。
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図 8  高酸化チタン系と鉄粉低水素系のアーク現象の比較（交流）
Fig. 8  Comparison of arc phenomena between “high titania type” and “iron powder low hydrogen type”(AC)
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まえがき＝諸産業において高効率化の要求に応えるべ
く，構造物の大型化が日々進んでいる。それに伴い部材
の強度や剛性を高めるために鋼材の厚板化・高張力化が
試みられる。しかし，それらは溶接を行う際の低温割れ
感受性を増大させるため，溶接施工管理を難しくする問
題につながる。
　低温割れの要因は，①母材の要因（炭素当量など），
②水素に関する要因，③残留応力などの力学的要因，④
溶接部の熱履歴の大きく 4 つに分類される 1 ）。
　低温割れの防止技術はいくつか知られている。たとえ
ば，材料技術として溶接熱影響部に生じる硬化組織の発
生が抑えられるTMCP型高張力鋼が開発され，すでに
広く実用化されている。他の策としては，拡散性水素に
作用させるものが多く，最も一般的な手法は予熱・直後
熱を行って鋼中水素の拡散速度を高め，母材から離脱さ
せる方法がある。しかし，予熱・直後熱などの熱管理に
は多大な労力とエネルギーを要するほか，溶接施工環境
が高温で劣悪になるなど，安全衛生面の問題も重大であ
る。
　そこで，溶接金属の拡散性水素量が注目される。これ
を低減することにより，熱管理の緩和を図ることも大型
構造物の溶接施工管理策として重要である。
　本研究では，GMAW，FCAW溶接金属の拡散性水素
量に関して，これまでに研究されていない溶接ワイヤ中
の水分やその他水素源の発生，侵入経路を考察・確認し
た。この結果を元に，溶接金属の拡散性水素量を低減さ
せる溶接プロセスを考案した。さらに，本プロセスの実
用化に向けて開発した装置を用いて有効性に影響を与え
る因子について検討を行った。

1 ．拡散性水素低減溶接法に関する過去の研究

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

2 ．特殊トーチを用いた拡散性水素低減プロセ
スの考案

　溶接というプロセスを経て，溶接材料から溶接金属へ
水素源が移動することは明らかであるが，どのような経
路で移動するのかは必ずしも明らかではない。そこで以

特殊トーチを用いた拡散性水素低減溶接プロセス
Welding Process Using Special Torch for Reducing Diffusible Hydrogen

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

（論文）

Diffusible hydrogen is an important factor in cold cracking, the lower its content, the better. This 
study focuses on the discussion and analysis of the behavior of hydrogen sources in MAG welding 
consumables (hereinafter, "welding wires") in order to devise and develop a new process for reducing 
diffusible hydrogen, the process for drawing out and discharging the hydrogen sources desorbed from 
the welding wires. The validity of the new process has been evaluated, confirming that it renders 
harmless the influence of surface lubricant and moisture, which are absorbed after production, and is 
effective as a new technique for reducing the hydrogen. The subject welding wires include both solid 
wires and flux-cored wires (FCW). In the case of the latter, the initial holding moisture of the flux has 
been significantly reduced for seamed FCW. This effect is, however, less significant for seamless FCW. 
The new process has been found to be particularly effective when combined with seamed FCW.
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下のように推測した。
　溶接中コンタクトチップ－母材間のワイヤは溶接電流
によるジュール発熱およびアーク熱によって加熱され
る。このとき，十分高温に加熱されると，熱エネルギー
によってワイヤから水素源が脱離すると考えられる 5 ）。
脱離ガスは周囲のシールドガス流に乗って溶滴やアーク
発生領域に輸送される。つぎに，溶融池に到達して水素
は溶接金属に溶解する。この推測が正しければ，ワイヤ
から脱離した水素源を多く含むワイヤ近傍のガスを，何
らかの方法で溶接系外に排出して溶滴や溶融池に接触す
る水素量を低減することにより，溶接金属への水素吸収
を抑制できると考えた。そこで，このアイデアが成立す
るかを確認するために特殊な溶接トーチを考案した。図
1 に特殊トーチの模式図を示す。このトーチはコンタク
トチップ－シールドノズル間に，さらに 1 層のノズル

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

3 ．拡散性水素低減プロセスのメカニズムと特
殊トーチの構造設計

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

せず，ワイヤがジュール発熱によってのみ加熱さ
れると仮定。

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

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

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

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 1 ）

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

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

T（x）＝T（0）＋ dx＋0.5Rc（I）I 2

mvwc（T（0））
Rw（T）I 2

mvwc（T）∫
x

0

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

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

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

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

(Longitudinal section)

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

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

図 2  溶接ワイヤの温度分布計算結果
Fig. 2  Calculation results of temperature distribution in welding wire



52 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 67 No. 1（Mar. 2018）

4 ．開発した特殊トーチの効果確認と効果に及
ぼす溶接ワイヤ関連因子の影響 5 ）, 6 ）

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

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

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

　　　　　　　　………………………………………（ 3 ）

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

Asl＝
w1－w2

w1
図 5  試作トーチシステム

Fig. 5  Prototype torch system

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of flux

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

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

absorbed after production

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

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

5 ．拡散性水素低減プロセスの可能性

　溶接ワイヤ近傍のガスを吸引する特殊な開発トーチを

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

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

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

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

むすび＝①溶接中にワイヤ近傍のガスを吸引しながら施
工を行う特殊トーチを用いた拡散性水素低減プロセスを
開発した。②溶接中のワイヤ温度分布とワイヤからの水
素脱離挙動分析を特殊トーチの構造設計に反映させた。
実験結果によりその設計が妥当であることが確かめられ
た。③開発トーチはワイヤの種類によらず拡散性水素低
減効果が得られるが，シーム有りフラックス入りワイヤ
に対して特に有効であった。④ワイヤ中の拡散性水素源
には，コンタクトチップから溶融・アーク発生点間の昇
温に伴い，ワイヤ内部もしくは表面から脱離し，シール
ドガスにより輸送され，溶滴および溶融池に侵入するル
ートがあるとする推論が妥当であることが確かめられ
た。
　今後，本プロセスを適用することで大型構造物の施工
管理（熱管理）の軽減が可能かの実証に取り組んでいく
予定である。熱管理を課題と感じている多くの溶接施工
分野において，本プロセスがソリューションになれるこ
とに期待する。
　
参　考　文　献
1 ） 糟谷　正. 接学会誌. 2015, Vol.84, No.1, p.45-50.
2 ） 五代友和ほか. 溶接学会誌. 1976, Vol.45, No.7, p.14-20.
3 ） 糟谷　正ほか. 溶接学会全国大会講演概要. 2009, Vol.84, p.311-

312.
4 ） S. Fiore et al. 2012, IIW Doc.XII-2103-12.
5 ） 迎井直樹ほか. 溶接学会論文集. 2017, Vol.35, No.2, p.102-109.
6 ） 迎井直樹ほか. 溶接学会論文集. 拡散性水素低減プロセスの開

発と有効性に関する研究（投稿中）.
7 ） 清水弘之ほか. 溶接学会論文集. 2005, Vol.23, No.1, p.25-36.
8 ） 日本金属学会. 金属データブック. 第 4 版, 丸善2004, p.14.

表 8  開発溶接トーチを用いた拡散性水素低減プロセスの効果の
まとめ

Table 8  Summary of the effectiveness of developed welding torch
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まえがき＝ここ数年における建築鉄骨向け鋼材需要量は
500万t付近で安定して推移している。東日本大震災後
の復興需要や2020年に開催される東京オリンピック需要
を背景に，建築鉄骨の加工，製作を行う鉄骨ファブリケ
ータ（以下，鉄骨ファブという）では一定の加工量が継
続して確保されている。
　そのため，鉄骨ファブでは数年前から一次加工機や自
動溶接装置への設備投資を計画，実行しており，建築鉄
骨向け溶接ロボットの新規導入や更新，増設を進めてい
る。
　このような状況の中，溶接ロボットには多能工化や省
力化などの生産性の向上に加え，溶接技術および加工技
術の進展に伴って，より高い水準の溶接品質を安定して
提供することが求められる。
　また，国内だけではなく海外の鉄骨ファブにおいても
厚板の構造物を対象とした溶接自動化のニーズは高い。
このため，各国の建築鉄骨部材および鉄骨ファブの製作
工程に適した溶接自動化装置の開発が求められている。
　本稿では，建築鉄骨溶接の自動化における取り組みと
して新たに開発した鉄骨H柱溶接ロボットシステムに
ついて紹介する。

1 ．鉄骨H柱溶接ロボットシステムの開発背景

　建築鉄骨における柱梁接合部の構造形式は，梁貫通式
（通しダイアフラム式）と柱貫通式の大きく 2 つに分け
られる。諸外国では柱貫通式が圧倒的多数を占めている
のに対し，日本国内の工場やビル物件では角形および円
形鋼管を柱材とした梁貫通式が主流となっている。梁貫
通式では以下に示す理由から溶接ロボットによる自動化
が大きく進んでいる。

　①建築工事標準仕様書［JASS6］や冷間成形角形鋼管
設計・施工マニュアルなどによって設計・施工基準
が定められており，その内容にロボット溶接も盛り
込まれている。

　②梁貫通式の柱材となる角形および円形鋼管の製造品
質が高く，安定している。

　③施工能率および品質面において有利な下向き姿勢の
周溶接が主体であり，自動化の効果が得られやす
い 1 ），2 ）。

　いっぽう，近年では鉄骨ファブにおける梁貫通の角形
鋼管および円形鋼管柱の溶接自動化が広く定着してき
た。このため，H柱（H形鋼）および外ダイアフラム（主
にコンクリート充填鋼管（CFT））柱など柱貫通方式柱
を対象とした自動化のニーズがさらに高まっている。当
社および多くの同業他社においては，これまで柱貫通式
柱の自動化に向けた取り組みを少なからず実施してき
た。しかしながら，前述した日本独特の環境から梁貫通
式柱の自動化を優先的に進めてきた。また，柱貫通式柱
では水平および横向き姿勢による溶接が必要となるた
め，下向き溶接と比較して作業能率が低下する。このよ
うな理由などから，H柱の溶接自動化は，溶接でH形断
面に組み立てるビルトHの製作（サブマージアーク溶
接）を除いてほとんど進めることができていない。
　こうした背景から，当社は鉄骨分野における溶接自動
化の対象・エリアをさらに拡大するためのメニューとし
てH柱を対象とした溶接システム（以下，本システムと
いう）の開発に取り組んでいる。本システムはこれまで
に培った日本における鉄骨溶接技術をベースとして開発
しており，諸外国におけるH柱溶接自動化への展開も期
待されている。

鉄骨H柱溶接ロボットシステム
Robot System for Welding H-beam Steel Frames

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

（技術資料）

We have developed a welding robot system dedicated to H beams, an area in which automation has, so 
far, not progressed, to expand the subject and area of automated welding in the field of construction 
steel frames. A wide range of applications has been realized through the development of the optimum 
hardware, software, welding consumables and welding conditions for various joints such as horizontal 
fillet welding and multi-layer welding in grooves. The present system is expected to be used for 
automating H-beam welding, not only in Japan, but also in foreign countries.
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2 ．対象ワークおよび継手

　本システムは，形状および寸法がJISで定められたH
形鋼だけでなく，ビルトHも溶接対象としている。ま
た，薄肉で軽量のワークから極厚の重量ワークまで多様
なワーク形状に対応すること，および溶接継手の種類も
水平すみ肉から開先内の多層盛溶接まで幅広く対応する
ことを目標とした。本システムが対象とするワークを図
1 に示す。H柱に対してベースプレート，スチフナ，お
よびシャープレートなどの部材が溶接される形態であ
る。これらの対象となる溶接継手は表 1 に示す 5 種類と
している。

3 ．システム構成

　鋼管とダイアフラムの突合せ溶接であれば，溶接ロボ
ットは図 2 に示すような床置きの配置でオープンな柱
上面にアプローチできる。しかし，H柱に適用するには，
図 3 に示すような柱部材を乗り越えた姿勢で柱の側面
下部の継手へ溶接ロボットを到達させる必要がある。そ
のため，鉄骨H柱溶接ロボットシステムでは，図 4 に
示すとおり，天吊型の溶接ロボットに 2 軸移動装置およ
びポジショナを組み合わせることで広い動作範囲を実現
している。

4 ．H柱向け溶接施工条件の開発

　H柱溶接の自動化に関する市場調査，および社内にお
ける溶接評価試験により，本システムに最適な溶接材料
および溶接施工条件を開発した。
4. 1　溶接材料の開発
　ソリッドワイヤと比較してフラックス入りワイヤ（以
下，FCWという）は溶着速度が大きく，ビード外観が
良好で，低スパッタ溶接が可能である。このため，後工
程作業なども大幅に低減でき，溶接工程のコストダウン
が図られる。また，鉄骨H柱の溶接継手には水平すみ肉 と開先内の多層盛溶接が存在する。それぞれの継手に合

わせた材料特性が求められることから，本システムでは
ワイヤの成分を細かく調整可能なFCWを採用した。
　一般に，水平すみ肉溶接で脚長が 9 mm以上になる
と 2 ～ 3 パスの積層法を採用する 3 ）。連続多層盛溶接に
おいてスラグが部分的に自然剥離すると，スラグが剥離

（はくり）した部分では溶接中に溶融池が流れ落ち、次
パスのビード形状が不安定となる（図 5 ）。そのため，
水平すみ肉の連続多層盛溶接では，溶接後のスラグが自
然剥離せずに留（とど）まることが求められ，自然剥離
することがなければ，整ったビード外観が安定して得ら
れる（図 6 ）。
　いっぽう，開先内の多層盛溶接には，少ないスラグ量
と良好な剥離性が求められる。そのため，本システムに
採用する溶接材料として，前述した両方の溶接に必要な
特性を満足するFAMILIARCTM 注 1 ） MX-50Rを開発し
た。FAMILIARCTM MX-50Rを用いた本システムの溶接
諸元を表 2 ，溶着金属の機械的性質および化学成分を

脚注 1 ）FAMILIARC（ ）は当社の商標である。
図 1  対象ワーク

Fig. 1  Target work

表 1  対象溶接継手
Table 1  Target welded joint

図 4  鉄骨H柱溶接ロボットシステム
Fig. 4  Structural steel welding robot system for H column

図 3  天吊り型
Fig. 3  Overhead mounted type

図 2  床置き型
Fig. 2  Floor mounted type
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表 3 に示す。
4. 2　FAMILIARCTM MX-50Rを用いた連続多層盛溶接
　開先内の連続多層盛溶接ではサイクルタイムの短縮を
目的として，可能な限り中間層のスラグを除去すること
なく複数パスを連続して溶接することが求められる。溶
接後はビード表面がスラグに覆われるため，溶接施工に
は対象ワークの形状や板厚，溶接長，継手数，ルートギ
ャップなど様々な条件に応じて，最適な溶接条件，積層
法，スラグ除去タイミングを決定する必要がある。また，
次パスのアークスタート性を考慮した狙い位置，多層盛
り溶接におけるスラグ巻き込みなどの溶接欠陥が発生し
にくいビード形状を安定して実現することが求められ
る。そこで，溶接テストを繰り返すことにより最適な溶
接施工条件を確立した。

5 ．溶接施工評価

　FAMILIARCTM MX-50Rによる代表的な継手のビー
ド外観および断面マクロ写真を図 7 に示す。水平すみ肉
溶接および開先内の多層盛溶接ともにスパッタの少な
い，滑らかなビード外観が得られた。また，断面マクロ
においても深く幅広の溶込みを得ることができ，健全な
溶接を実現できている。

6 ．鉄骨H柱自動プログラミングソフトウェア

　H柱は溶接継手数も多く形状も多様であるため，個々
のワークに合わせた溶接ロボットのティーチング作業は
時間を要する。そのため，板厚や寸法などの情報を入力
するだけで溶接ロボットが自動的に最適な動作プログラ

図 7  ビード外観および断面マクロ写真
（継手番号は図 1  対象ワークを参照）

Fig. 7  Bead appearances and cross sectional macrostructures
（Refer to Fig. 1  target workpiece for joint number）

図 5  スラグ剥離性（高）
Fig. 5  Slag removability (High)

表 2  溶接諸元
Table 2  Welding specifications

表 3  FAMILIARCTM MX-50Rによる溶着金属の機械的性質および化学成分の一例
Table 3  Typical mechanical properties and chemical compositions of deposited metal with FAMILIARCTM MX-50R

図 6  スラグ剥離性（低）
Fig. 6  Slag removability (Low)
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ムと溶接条件を生成するソフトウェアを開発した。本ソ
フトウェアによる寸法入力画面を図 8 に示す。本ソフト
ウェアでは，「入力中（選択中）の継手の色を変更」，「継
手の選択に応じた部材表示」，「柱全長に対する概略図の
継手配置」など，視覚情報を工夫することでオペレータ
による操作性を向上させている。また，天吊型のロボッ
トシステムでの「ケーブル処理に対応した溶接継手への
進入」，「溶接から退避までの一連の動作の最適化」，「ス
ラグ除去タイミングの工夫によるサイクルタイムの向
上」を実現している。

7 ．導入効果

　H柱の継手にはすみ肉溶接が多い。このため，鋼管柱
の周溶接と比べて，サイクルタイム中におけるセンシン
グや関連機器への動作などの非溶接時間の割合が溶接時
間に対して高い傾向となる。しかしながら，表 4 に示す
サイクルタイム試算結果からもわかるとおり，半自動溶
接に対しては十分な導入効果を発揮できると評価されて
いる。
　また，人による溶接作業と比較して，溶接ロボットは

突出し長さを一定にして溶接できることから，溶接条件
のばらつきが小さくなり，溶接品質が安定する。さらに，
人による溶接では実際に正しく管理されているかを確認
することが難しい入熱の記録などの問題に対しても，溶
接ロボットであれば継手ごとに溶接施工結果を保存する
ことができる。このため，溶接ロボットは，生産性や品
質面だけでなくトレーサビリティ確保といった管理面に
おいても期待されている。

むすび＝本稿で紹介した鉄骨H柱溶接ロボットシステ
ムはこれまでに複数のユーザに導入いただいている。溶
接ロボットはこれまで生産性向上を目的として導入され
るケースが多かったが，溶接品質向上のための手段とし
て近年ますます注目されている。当社は今後も溶接自動
化の対象およびエリアの拡大を推進することにより，建
築鉄骨業界におけるロボット溶接の必要性および信頼性
を高め，鉄骨ファブのNo. 1 パートナーとして溶接ソリ
ューションを展開していく所存である。
　
参　考　文　献
1 ） 橋本　潔ほか. R&D神戸製鋼技報. 2004, Vol.54, No.2, P72-75．
2 ） 横田順弘ほか. R&D神戸製鋼技報. 2013, Vo.l63, No.1, P42-47.
3 ） 澤村直希. 神戸製鋼技術レポート. Vol.52, 2012-1, http://www.

boudayori-gijutsugaid.com.（参照 2017-06-02）.

図 8  自動教示ソフトウェア画面
Fig. 8  Screenshot of auto-teaching software

表 4  サイクルタイム試算
（継手番号は図 1 対象ワークを参照）

Table 4  Estimation of cycle time
（Refer to Fig. 1 target workpiece for joint number）
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まえがき＝当社は，世界で最も信頼される溶接ソリュー
ション企業になることを目指すとともに，造船向けの自
動化に向けた取り組みを推進している。他の産業と同様
に，溶接工の不足，高齢化により多能工化，省力化等の
効率向上が求められ，優秀な人材の不足感はより強くな
っている。
　本稿では，生産向上を目的とした造船向け大組立ロボ
ット溶接システムを新たに開発したので紹介する。

1 . 大組立ロボット溶接システムの特長

1. 1　ロボット溶接システム
　大型船舶はブロック建造法といわれる方法で建造され
ている 1 ）。造船所では，切断，加工，組立などの工程を
経て，ブロック組立工場で，部分的な船体のかたまりと
なるブロックを製作し，最終的にはドックまたは船台で
各ブロックをつないで建造している（図 1 ，図 2 ）。
　このブロックを製作するために，大組立工程に必要な

機能を持つロボット溶接システムを開発した。
　ブロックの溶接を行うには，ロボットを部材に囲まれ
たスペースに設置しなければならず，その限られたスペ
ースにロボットが配置され，かつ溶接作業がスムーズに
行われなければならない。このためには，最適化された
小型のロボットが必要である（図 3 ）。
　ロボット本体は，運搬のために設計された小型軽量な

造船ロボット溶接システム
Robotic Welding System for Shipbuilding

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

（技術資料）

As the world-leading company in providing welding solutions, we began working on the automation 
of shipbuilding. During this work, a robotic welding system was developed for application to the 
assembling process in a dockyard. Its features include a robot controller compatible with the small 
robot that enters the assembly, a robot carrier for moving within the block, and robot-program 
preparation software allowing offline teaching using 3D models. This paper introduces a robot welding 
system offering a welding solution that integrates all the elements, including the development of 
optimum welding wires and welding techniques such as gap setting.
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図 1  船体構造
Fig. 1  Hull structure

図 3  小型溶接ロボット
Fig. 3  Small size welding robot

図 2  溶接対象
Fig. 2  Welding work
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ロボットキャリーに搭載される。その状態で，クレーン
から吊（つ）り下げられ，ブロック間の移動を行う。ロ
ボットキャリーをブロック内に下ろすと，着地後，自動
位置決め装置によりロボットの位置を固定した後，対象
のロボットプログラムを選択し，溶接を開始する

（図 4 ）。
　当社の強みである溶接熱変形に追従するアークセンサ
技術や振動制御技術などを生かし，溶接ロボットを制御
するコントローラを開発した。このコントローラは，①
高性能化，②高機能化，③簡単化を柱とし，安全，メン
テナンス，システム構築に配慮しながら，従来のCBコ
ントローラを大幅に改良したものである。
1. 2　ロボット適用箇所
　溶接ロボットは，両側のロンジとトランスの間に挟ま
れた場所で溶接を行う。ロボット溶接の対象となる継手
を図 5 に示す。
1. 3　教示ソフトウェア（SMART TEACHINGTM 注 1 ））
　大組立ステージの平行部では，類似の直線形状の部材
が多く配置されるが，その部材サイズが様々であること
から，実機を用いたオンラインでロボット教示を行うこ
とは効率的ではない。
　いっぽう， 3 Dモデルを使った設計は様々な分野で浸
透しつつあるが 2 ），造船分野では，部品点数が多く部材
の取り合い確認などのために，早くから 3 D設計が行わ
れてきた。
　そこで，造船ブロックの 3 Dモデルをロボット教示に
利用するオフライン教示システム"SMART TEACHINGTM" 
の開発を行った。

1 ） 3 Dモデルデータの読み込み
　このシステムで利用する 3 Dモデルは，汎用性のある
データ形式（STEP形式）に対応している。これにより，
特定のCADに依存せず様々なCADから，データを読み
込むことが可能である。
2 ）ブロックの溶接線の自動抽出
　汎用フォーマットは，特定のCAD固有の情報（例え
ば溶接情報）を持たない。そこで，モデル形状に含まれ
る図形情報を用い，造船ブロックを構成する部材形状を
特定し，部材間の交差部を溶接継手として必要な位置情
報として認識することとした。例えば，トランス材と外
板が交差する水平すみ肉溶接継手や，ロンジとカラープ
レートが交差する立向すみ肉溶接継手を認識する。
　これらの座標データと部材形状に関するデータを集
め，溶接情報データとして取り出す（図 6 ）。
3 ）ロボット教示プログラムの作成
　溶接情報データにもとづいて溶接線の開始・終了位置
を認識することにより，溶接作業を行うロボット動作を
決めた。その後，部材形状に対応したセンシングなどの
動作や，部材形状と溶接姿勢に対応する溶接条件を割り
当て，ロボット教示プログラムを作成することとした

（図 7 ）。
　教示プログラムと実際のワークの位置合わせ（キャリ
ブレーション）はソフトでは行わず，ロボットキャリー
の位置決め装置で行う。各ロボットに教示プログラムが
送信されると，溶接を開始することができる。
1. 4　溶接施工
　造船の各溶接ステージにおいて，大組立ステージでの
溶接割合は最も多く，全体の半分以上の溶接材料が使わ

図 5  ロボット適用継手
Fig. 5  Robot welding joint

図 4  大組立溶接ロボット
Fig. 4  Application of welding robot

図 7  教示シミュレーション
Fig. 7  Robot simulation

図 6  溶接線抽出ソフト
Fig. 6  Software to detect weld line

脚注 1 ） SMART TEACHINGTMは当社の商標である。
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れている。その多くはフラックス入りワイヤ（FCW）
を使った溶接である。代表的な造船向けワイヤには，全
姿勢で使うことができるFAMILIARCTM 注 2 ） DW-100，
立向き上進溶接において耐ギャップ性に優れ高能率な溶
接が可能なFAMILIARCTM DW-100Vがある。
　ロボット溶接を行う上でどちらのワイヤが最適である
か表 1 に示すような視点から，溶接施工確認を行った。
その結果，全姿勢で使用できるFAMILIARCTM DW-100
を採用した。
　ロボットを実生産ラインに導入するには，溶接施工は
様々な状況を想定し，準備しておく必要がある。今回，
生産ラインの導入までに取り組んだ内容として 3 点を紹
介する。
1 ）立向き溶接のギャップに対応した溶接
　ロンジにトランスを挿入する構造上，大組立ではトラ
ンスとロンジの間にギャップが発生する。また，発生す
るギャップは 0 ～ 4 ㎜程度と均一ではない。
　そこで，図 8 に示すように各ギャップ寸法に対応した

溶接条件の開発を行った。その際，ロボットの基本性能
であるアーク倣い性能 3 ）についても合わせて確認した。
これにより，溶接中に発生する熱変形やトランスが傾斜
した場合の立向き溶接でも溶接線の追従が可能となっ
た。
2 ）カラープレートの溶接
　溶接対象のワークに対して，立向き溶接や水平すみ肉
の溶接条件のみを準備するだけでなく，カラープレートの
立向き溶接から水平すみ肉溶接に切り替わる斜めの継手
や異なる形状のカラープレートのコーナー部，それぞれ
に関してビード外観を平滑にする溶接条件が必要である。
　今回，立向き溶接から斜めの継手やコーナ部に切り替
わる箇所を教示ソフトのギャップ寸法で判断し，各継手
に合わせた最適な溶接条件に切替えることで図 9 ，10
に示すような平滑なビード外観を実現した。
3 ）角部の埋めおよび水平すみ肉と立向き溶接の交差部
　溶接前の角部はギャップが空いており，そのギャップ
を埋めるために溶接条件の作成が必要となる。また，良
好な外観を得るために水平すみ肉溶接と立向き溶接が重
なる部分は，それぞれの溶接条件を工夫する必要があ
る。今回，ギャップの形状は三角形のように，底面が最
も広く上方は徐々に狭くなっていく。このため，その形
状に合わせるように，溶接ロボットのウィービング振り

図 8  立向き溶接の耐ギャップ性
Fig. 8  GAP tolerance for vertical upward welding

脚注 2 ）FAMILIARCTM（ ）は当社の商標である。      
図10  ロボット溶接結果B

Fig.10  Robot welding result B

図 9  ロボット溶接結果A
Fig. 9  Robot welding result A

表 1  ワイヤ評価
Table 1  Wire Evaluation
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幅を変更してギャップを埋めた。この後，アークを切ら
ずに連続して立向き溶接を行うことで，ビードの切れ目
をなくした。さらに，水平すみ肉溶接では，バックステ
ップ動作を用いて，ギャップを埋めた後のビードにラッ
プさせてから，本溶接条件に移行した。これにより，交
差部において良好なビード外観を得ることができた（図
11）。

2 ．現在の取り組み

2. 1　溶接ロボット専用FCWの開発
　現在，ロボット溶接の効率向上に取り組んでいる。そ
の一つとして，溶接材料面からの効率向上を検討してい
る。
　ロボット溶接の対象箇所においては，溶接時間の多く
を立向き溶接が占めている。効率向上には立向き溶接の
効率化および品質向上が不可欠である。
　1.4項で記述しているとおり，立向き溶接において高
能率な溶接が可能なFCWとしてFAMILIARCTM DW-
100Vがある。これには，水平すみ肉のビード形状や溶
接条件裕度がやや劣るという欠点があった。
　ロボットでは一連の作業の中で水平すみ肉溶接と立向
き溶接が混在しているため，溶接材料の使い分けはでき
ず，一つの溶接材料で両方の溶接を行う必要がある。
　そこで，溶接ロボットで使用することを前提にワイヤ
設計を見直した。ロボットと組み合わせて使用すること
で，水平すみ肉溶接性と立向き溶接の効率化が可能にな
る溶接ロボット専用FCW「FAMILIARCTM DW-100R」
を開発した。
　FAMILIARCTM DW-100Rは溶接金属の粘性やスラグ
発生量などを調整し，さらにCBコントローラと組み合
わせた最適な制御をする。これにより，FAMILIARCTM 
DW-100と同等の水平すみ肉作業性を維持したまま，立
向上進作業性を向上させることができた。
　図12に水平すみ肉におけるビード外観および断面を
示す。FAMILIARCTM DW-100RはFAMILIARCTM DW-
100と 同 等 の ビ ー ド 外 観・ 形 状 が 得 ら れ て お り，
FAMILIARCTM DW-100Vと比較してアンダカットも小
さいことがわかる。
　図13に立向き溶接におけるビード外観および断面を

示す。FAMILIARCTM DW-100Rは，立向上進溶接にお
いて，FAMILIARCTM DW-100と比較して高電流かつ高
溶接速度の溶接が可能で，良好なビード外観および断面
形状が得られている。
　さらに，耐ギャップ性も向上しており，より広いギャ
ップ範囲において小脚長かつ高溶接速度での溶接が可能
である。ギャップ 5 mmにおける立向き溶接のビード外
観を図14に示す。
　FAMILIARCTM DW-100Rは，自動機での船級認定の
他，半自動においてもFAMILIARCTM DW-100と同等の
船級認定を取得中であり，ロボット溶接後の手直しやロ
ボット溶接以外の箇所に使用することも可能となってい
る。

図13  立向上進溶接におけるビード外観および断面マクロ
Fig.13 Bead appearance and macrostructure of vertical upward 

welding

図12  水平すみ肉溶接におけるビード外観および断面マクロ
Fig.12 Bead appearance and macrostructure of horizontal fillet 

welding

図11  溶接後の交差部，角部の形状
Fig.11  Intersection of hull member after welding
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2. 2　IoTの取り組み
　ドイツが提唱するインダストリー4.0，米国の 5 社が
設立したインダストリアル・インターネット・コンソー
シアム，日本のIoT推進コンソーシアムなど，世界中で
IoTが注目されている。機械・機器にセンサを搭載して
ネットワーク経由で機械・機器のデータを収集し，分析
により稼動の効率化や保守のコストを減らす。また，機
械の制御，遠隔操作を行い自動化，省人化を目指すなど，
各社で様々な開発が行われている。
　当社では，生産支援PCソフト（AP-SUPPORTTM 注 3 ））
をロボットに接続し，溶接ロボットに関する情報化・見
える化を推進している。稼働データおよびエラー発生状
態を可視化することで，チョコ停の防止や生産性を改善
することができる。CBコントローラでは，アークモニ

タを使った溶接状況データの収集によってトラブル発生
の原因となる現象の追及や，生産監視カメラを併用した
より詳しい状況の把握などの取り組みを行っている

（図15）。

むすび＝本稿では，ワーク内の限られた狭い空間へ入っ
て作業を行う溶接ロボットと，最適な溶接条件と動作を
組み込んだ教示ソフトを開発し，これらを組み合わせた
造船大組立向け溶接ロボットシステムについて紹介し
た。少ない人数で稼働させることができ，溶接ステージ
の生産効率化に寄与することができた。
　当社は，溶接ソリューション企業として，造船ブロッ
クの各溶接ステージに対して，板継ぎ工程の片面サブマ
ージアーク溶接装置から小組立・大組立工程のロボット
システムのラインアップを強化していく。それととも
に，溶接材料のラインアップの強化をはじめ，今後も自
動化溶接ソリューションの開発に取り組んでいく所存で
ある。
　
参　考　文　献
1 ） 奥本泰久. 造船技術と生産システム, 成山堂書店, 2009-2-13, 

p.18-19.
2 ） 水野　操. 絵ときでわかる 3 次元CADの本, 日刊工業新聞社, 

2010-3-1, p.8-9.
3 ） 井上芳英ほか. R&D神戸製鋼技報. 2004, Vol.54, No.2, p.91.

図15  IoTの取り組み
Fig.15  Example of IoT

図14 立向上進溶接におけるビード外観及び断面マクロ（ギャッ
プ 5 mm）

Fig.14 Bead appearance and macrostructure of vertical upward 
welding (Gap: 5 mm)

脚注 3 ）AP-SUPPORTTMは当社の商標である。      
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まえがき＝当社のアーク溶接ロボットは，1980年代初頭
から中厚板分野（建設機械，建築鉄骨，橋梁，鉄道車両
など）を中心に，国内外の顧客において数多く採用され
ている。同分野の溶接ロボットシステムに求められるニ
ーズには①サイクルタイム短縮，②安定した溶接施工，
③自動化率の向上，④稼働率の向上などが挙げられる。
　サイクルタイムの短縮では，一般的に70～80％程度の
割合を占める溶接時間の短縮が重要となる。溶接時間の
短縮には，溶着効率を上げ溶接パス数を低減する，ある
いは溶接速度を上げることが効果的である。それぞれに
対応した溶接法として「大電流MAG Process」，「タン
デムアーク溶接法」が実用化され，能率向上に加え溶接
品質の安定化にも寄与している。また，稼働率の向上に
ついては，多品種少量製品の生産を行う場合，ロボット
の教示時間がトータルの稼働率に与える影響が大きいこ
とから，当社はパソコンを用いたオフライン教示システ
ムを開発，提供している。
　本稿では，溶接電源の機能向上と溶接材料などの組み
合わせで実現した二つの高能率溶接法について，特徴と
最新のオフライン教示システムを解説する。また，ロボ
ットシステムの稼働率向上を実現した新規導入事例と既
納入システムの更新事例について紹介する。

1 ．高能率溶接法

1. 1　SENSARCTM 注 1 ） AB500
　ロボット専用デジタル制御溶接電源SENSARCTM 

AB500は出力波形制御が可能であり，緻密なパルス波形
制御により優れた溶滴移行を実現する。さらに， 2 つの
電源を並列に接続することにより，最大出力700A，使

用率100％の高出力を可能としている。この電源特性を
最大限に生かした二つの高能率溶接法が「大電流MAG 
Process」と「タンデムアーク溶接法」である。
1. 2　大電流MAG Process
　ソリッドワイヤを用いたAr-CO 2 混合ガス雰囲気の溶
滴移行は，電流が大きくなるに従ってスプレー移行か
らローテーティング移行となり，多量のスパッタが発
生する。つまり，シングル施工において溶着量を増加
させるためには，この大電流化に伴うスパッタの課題
を解消する必要があった。この課題は，フラックス組
成を最適化した本溶接法専用のフラックス入りワイヤ
FAMILIARCTM 注 2 ）MX-A100Dの開発とSENSARCTM 

AB500の専用波形制御によるアーク長の安定化で解消さ
れ，図 1 に示す大電流化による溶着速度の増加と，図
2 に示すスパッタ発生量の低減とを両立させた 1 ）。本溶
接法は厚板継手への大脚長溶接かつパス数の低減に効果
を発揮する。本プロセスのシステム構成の概略を図 3 に
示す。
1. 3　タンデムアーク溶接法
　タンデムアーク溶接法とは， 2 本の溶接ワイヤで同時
にアークを発生させる溶接法である。例えば，下向きす
み肉溶接では一般的なシングル施工と比較して 1 ／ 4 ～
1 ／ 3 の時間で溶接可能である 2 ）。しかしながら，タン
デムアーク溶接法では各極の溶接条件の設定によって
は，電極間のアーク干渉に起因するアーク長変動やスパ
ッタ発生が問題となっていた。
　SENSARCTMAB500によるタンデムアーク溶接法で
は，先行極と後行極とのパルス同期を維持しつつ，ピー
ク電流とベース電流の双方を変調してアーク長を制御す

中厚板向け溶接ロボットシステムの紹介
Robotic Welding System for Mid-to-heavy Gauge Plate Structures

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

（解説）

We have installed many welding systems for thick-plate structures in Japanese and other markets. A 
welding system requires high productivity and efficiency, as well as a low cost. This paper introduces 
the features of a highly efficient welding process and off-line teaching system to realize those 
requirements. Also introduced is a welding system with improved robot availability and shortened 
robot-teaching time, the results of system engineering in accordance with applications.
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る機能によって低スパッタ化が実現されている。図 4 に
示すとおり，タンデムトーチはシングルトーチに比べて
トーチ形状に方向性があることから，溶接適用性に制限
がある。しかし，本溶接法は高溶着量により溶接パス数
を低減でき，かつ溶接速度を上げられる。このため， 1
電極で高溶着量を期待され，大脚長に適した大電流
MAG Processと比較して，すみ肉溶接の高速化に有効
である。

2 ．オフライン教示を活用したシステム

2. 1　オフライン教示システム
　オフライン教示は，生産ラインを止めることなくパソ
コン上で教示作業を行うことで稼働率向上が図られる。
しかし，実機システムと同様にパソコン上でロボット操

作を行う必要があるため，多品種少量生産では溶接対象
物の数に比例して教示時間が多く発生する 3 ）。この問題
に対しては，マスタプログラム（実績のあるプログラム）
方式の自動プログラミング機能を利用することが効果的
である 4 ）。また，対象ワークの全溶接線を一括して管理
および編集操作ができる溶接線ウィザード機能を併用す
ることにより，対象ワークの全プログラムを一気に作成
でき，プログラム完成までの作業を容易に行える。本方
式による教示プログラムの自動生成手順を下記に示す。
　①溶接線ごとにマスタプログラムを作成する。
　② 3 D-CADデータから溶接線を抽出する。
　③各溶接線に対してマスタプログラムを割り当てる。
　同形状でサイズが異なる溶接対象物に対しては，さら
に溶接線再利用機能を使用することで②,③の操作を自
動化できる（図 5 ）。

3 ．ロボット溶接システムの導入事例

3. 1　鉄骨溶接システムを活用した導入事例
　当社は建築鉄骨向け溶接ロボットシステムをラインナ
ップし，多数の納入実績がある。鉄骨ファブリケータに
は，この鉄骨向けシステムを使用して建築鉄骨以外の溶
接構造物を適用したいとの要望が少なからずある。本節
では，鉄骨溶接ロボットシステムをベースに他の溶接構
造物の自動化を実現した事例を紹介する。
3. 1. 1　鉄骨柱大組立溶接ロボットシステム
　本事例は，鉄骨溶接ロボットシステムのメニュの 1 つ
である「鉄骨柱大組立溶接ロボットシステム」をベース
とした。このシステムは移動装置とポジショナから構成
され，柱大組立を主として，コアや仕口など建築鉄骨の
様々なワークの溶接が可能である。また，生産性向上の
ためロボットを 2 台配置した 2 アーク仕様とした（図
6 ）。
3. 1. 2　システム制御の課題
　建築鉄骨のワークは，ポジショナの片側からロボット
がアプローチすることで適用可能である。いっぽう本事
例では，対象ワークの構造上，片側のみのロボット配置
では適切な溶接姿勢が取れず，ワークの載せ替え作業が
発生する。このため，ポジショナを挟んだ両側からアプ

図 3  大電流MAG Process溶接システム構成概要図
Fig. 3  Concept figure of ultra high current GMAW Process welding 

system

図 2  スパッタ発生量の比較
Fig. 2  Comparison of spatter generation rate

図 1  電流と溶着速度の関係
Fig. 1  Relationship between welding current and deposition rate

図 4  トーチ形状比較図
Fig. 4  Comparison of welding torch form
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ローチする必要があった。また，より稼働率を高める運
用を目的にポジショナを 2 台配置したため，単に両側に
ロボットを配置するだけでは 2 台のポジショナ（図 7 ）
を使って効率よく運用できない。すなわち，一方が溶接
中はもう一方は溶接ができない，あるいはポジショナを
有効に制御できないことが明らかとなった。通常， 2 台
のロボットの内の 1 台（親機）がポジショナの制御をつ
かさどるため，もう 1 台のロボット（子機）では制御す
ることができない。つまり，図 8 に示すパターンaでは
問題ないが，パターンbでは親機がつかさどるポジショ
ナと違うステージに移動した場合，制御ができないこと
になる。
3. 1. 3　問題解決
　前項で述べた問題の解決にあたっては，親機・子機そ
れぞれのロボットコントローラを接続することによっ
て，子機からも親機を経由してポジショナを制御するこ
とを可能としたロボット間協調機能を採用した 5 ）。さら
に，システム全体を監視する制御を追加することによっ
て，ロボット 4 台とポジショナ 2 台を有効に活用するこ
とができ，生産性を約 2 倍に向上させた（図 9 ）。
3. 2　工作機部材溶接ロボットシステムの更新事例
　溶接ロボットの寿命は10年程度であり，古くなったロ
ボットシステムに対しては更新の需要がある。システム

の更新には，①システム全体を新規に製作する方法のほ
か，②既存機器を再利用してロボットおよび周辺装置を
更新する方法がある。門型移動装置を有するような大規
模システムでは，設備停止による生産への影響を最小に
するため，②の方法がとられることがある。本節では，
既存機器を再利用しつつ，生産能力を向上させた更新事
例を紹介する。
3. 2. 1　既設システムの概要と課題
　既設システムは，ステージA，Bに区分けされたそれ
ぞれにポジショナを 1 台設置し， 4 台のロボットと移動

図 9  システムコントローラの追加
Fig. 9  Additional of system controller

図 8  運転パターン
Fig. 8  Operation pattern

図 7  システム配置図
Fig. 7  System layout

図 6  柱大組立て溶接ロボットシステム
Fig. 6  Structural steel large assembly 2 -arc welding robot system

図 5  溶接データの再利用
Fig. 5  Reuse of weld data set in Weld-wizard
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装置から構成される（図10）。2 台の床置き移動装置は
ステージを行き来でき，門型移動装置の 1 台と合わせ 3
台のロボットで同時に溶接を行うことができる。3 台の
ロボットの同時溶接では，干渉の確認など実機での作業
が困難であるが，オフライン教示システムで教示を行う
ことによってソフト上で干渉を確認しながら容易に作業
できる。
　既存システムの課題は，例えば，ステージAで溶接
中はステージBでワークを載せ替える作業のみとなり，
ステージAの溶接が完了するまでは待ち時間となる（図
11）。溶接時間は対象ワークによって異なり，多いとき
で数時間の待ち時間となる。ワーク載せ替えに要する時
間を差し引いても長い時間 1 台のロボットは稼働しない
ことになる。また，それぞれのステージでロボットとポ
ジショナの位置関係が反対となるため，同一のワークで
あってもステージ用の教示プログラムを作成する必要が
ある。
　さらに更新工事では，既存の教示システムを流用する
要求に対応するため，改造前後の据付位置の差異を最小
にすることが求められていた。
3. 2. 2　改造概要および課題解決

（ 1 ） 2 ステージ分割による同時生産
　既設システムに 2 台の床置移動装置と搭載するロボッ
トを追加し，ステージA，ステージBにそれぞれ 3 台の
ロボットを配置することで同一機器構成の 2 システムに
分割した（図12）。これにより，両ステージでの同時溶
接を可能とした。

（ 2 ）システムレイアウトの共通化
　図12に示すようにステージAのポジショナの向きを
変えてステージBと同じように配置した。これによって
ステージのレイアウトを統一し，オフライン教示システ
ムの共有が可能になって教示時間の削減に結びつけた。
ただし，同一形状の 2 つのワークをそれぞれのステージ
に搭載する場合は，一方のワークを反転する作業が発生
する。

（ 3 ）更新工事前後の据付誤差最小化
　システムを解体する前に基準ワークに数点の測定点を
設け，ロボットが保有する座標値を使って測定点の位置
を計測した（図13）。更新工事では測定した座標値と測
定点との差異が最小となるように，ポジショナの据付位
置や移動装置の原点位置などの微調整を行った。その結
果，実績のない手法にも関わらず，工事後の誤差を 2 mm
以内に抑え，更新前の教示プログラムを修正することな
く，既設システムを流用することができた。前述の（ 2 ） 
システムレイアウトの共通化と合わせ，更新システムの
垂直立ち上げに大きく寄与している。
3. 2. 3　導入効果
　本改造工事による効果を以下に記す。

（ 1 ）生産能力の向上
　 2 システム同時に生産を行うことが可能になり，
生産能力を80%程度向上させることができた。

（ 2 ）教示時間の削減
　新規ワークの教示を 1 ステージ分にすることが

でき，教示時間を50％程度削減できた。
（ 3 ）生産停止の極小化

　システムを垂直立ち上げすることにより，顧客
の生産への影響を最小に抑えることができた。

図12  改造後のシステム稼働状態
Fig.12  Operation state after remodeling

図11  改造前のシステム稼働状態
Fig.11  Operation state before remodeling

図10  改造前レイアウト図
Fig.10  System configuration before remodeling
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むすび＝多岐にわたるニーズに対応するため，溶接ロボ
ット，溶接電源，溶接施工，周辺装置，オフライン教示
システムなどを組合せ，顧客に最も適したシステムを提
案した事例を紹介した。今後も技術開発を推進し，溶接
の自動化，高品質化のための溶接ロボットシステムを提
案することによって顧客利益の最大化に貢献していく所
存である。
　
参　考　文　献
1 ） 辻　勝之ほか. R&D神戸製鋼技報. 2013, Vol.63, No.1, p.48-51.
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図13  ロボットを用いた据付位置校正方法
Fig.13 Calibration method for installation location by robot 

coordinate
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まえがき＝造船分野における船体平行部の板継溶接で
は，1960年代まではブロックの反転作業を必要とする両
面溶接が主流であった。しかし船体の大型化や建造数の
増加に伴い，建屋の制限からワークを反転できない，あ
るいは反転するためのクレーン待ち時間が発生するなど
の理由によるブロックの建造効率低下が大きな課題とな
った。これらを背景に，片側から 1 層 1 パス溶接で完了
できる溶接法としてFCBTM 注 1 ）法，RFTM 注 2 ）法と名付
けられた施工法が1964年に当社で開発された 1 ）。これら
は現在では船体平行部のブロック建造に欠かせない施工
法の一つとなり，国内はもとより海外でも広く採用され
ている。
　また，建築鉄骨分野における 4 面ボックス柱（以下，
ボックス柱という）角部の溶接（図 1 ）では，1970年頃
まで炭酸ガスアーク溶接とサブマージアーク溶接で多層
盛を行う施工法が主流であった。しかし1990年頃から，
建築物の超高層化などに対応すべく，強度面で優れるボ
ックス柱の使用率が増大し，さらに部材の厚肉化も進ん

だ。これらを背景に，1 層 1 パスが可能となる大入熱施
工法と溶接材料，これを実現する溶接装置が開発され
た。
　本稿では，造船の板継工程でFCBTM法またはRFTM法
を行う片面サブマージアーク溶接装置と，建築鉄骨分野
で使用されるボックス柱角溶接装置を取り上げ，これら
大入熱サブマージアーク溶接装置の最新機能や自動化技
術を中心に紹介する 2 ）。

1 ．片面サブマージアーク溶接装置

　片面サブマージアーク溶接装置外観を図 2 に示す。比
較のため1970年代の導入初期の装置を（a）に，最新装置
を（b）に示している。また片面サブマージアーク溶接
装置の全体図を図 3 に示す。ワイヤ，フラックスを搭載
した溶接装置は，箱型のビーム上を走行するため単板工
法に対応できることはもとより，溶接作業の動線を阻害
しないため作業負荷軽減などにもつながっている。
1. 1　片面サブマージアーク溶接装置の機能
　溶接品質の安定化や脱技能化，作業負荷軽減に寄与す

大入熱サブマージアーク溶接装置の最新技術
Latest Technology in Welding Equipment for High-heat-input SAW

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

（技術資料）

Submerged arc welding (SAW) is known as an automatic welding process for achieving high efficiency 
and high quality. Above all, high-heat-input SAW, using multiple electrodes to finish in a single layer 
on one side, is used in the fields of shipbuilding, steel construction frames and others. This paper 
focuses on special apparatuses for realizing high-heat-input submerged arc welding, namely, one side 
welding apparatus used in the field of shipbuilding and a box-column welding apparatus used to make 
steel construction frames. The description includes the features and automation technologies which 
contribute to high efficiency, high quality and labor saving.
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図 1  四面ボックス柱の角溶接部
Fig. 1  Corner welded part of 4-side box pillar

図 2  新旧片面サブマージアーク溶接装置の外観例
Fig. 2  Exemplary appearance of old and new one-side submerged 

arc welding system
脚注 1 ） FCBTMは当社の商標である。
脚注 2 ） RFTMは当社の商標である。
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る最新型装置で採用されている主な機能を以下に紹介す
る。
1. 1. 1　溶接時の監視不要機能
　溶接中の溶接電流は，一次電源の電圧や溶接電源の 2
次側ケーブルドロップなどの変動で不安定となる。ま
た，アーク電圧はアーク直下の溶融プールの変動などで
不安定となり，これらはともに溶接品質を劣化させるこ
とがある。最新型装置では，各電極の溶接電流およびア
ーク電圧のフィードバック制御機能を有しており，その
実効値が常に設定された値となるように溶接電源への電
流指令やワイヤ送給速度制御が実行されている。このた
め，各種変動に影響され難く安定した溶接が可能となっ
ている。
　図 4 に本装置での溶接状況の例を示す。第 1 電極の前
方には溶接線自動倣いをするための接触式の検知器（以
下，倣い検知器という）と溶接線終端を検知するセンサ

（以下，板端検知器という）が設けられている。倣い検
知器は，先端のローラを開先に接触させて常にワイヤ先
端が開先の中央から外れないよう，また鋼板表面とコン
タクトチップ先端の距離が一定となるよう溶接装置を左
右・上下に微調整制御するために活用している。板端検
知器は，溶接終了部の任意に設定された位置で各電極の
溶接が自動的に完了する機能のために活用している。こ
れらの機能により，溶接開始から溶接完了までの間に装
置を操作することはほとんどなく，溶接品質は安定化し
オペレータの負荷も軽減される。
1. 1. 2　タッチパネルを用いた各種機能
　溶接条件の調整などにタッチパネルを採用すること
で，溶接条件の設定や微調整が容易となり，また視覚的
にも確認しやすいため誤操作の低減に寄与している。タ
ッチパネルを活用した幾つかの機能について紹介する。
1 ）溶接条件のデータバンク化
　100種以上の溶接条件データを格納することが可能で，
溶接条件の設定ミスを防ぎ，また，オペレータによるば
らつきをなくすことで溶接品質の安定化につながる。格
納された溶接条件データは表計算ソフトで編集でき，ま
た，表計算ソフト上で編集した溶接条件を溶接装置へ転

送することが可能である。
2 ）生産管理データ
　溶接装置の稼働時間や溶接長，異常停止回数などの生
産管理データをタッチパネル上に表示することができ
る。また，同データは前述の 1 ）と同様に表計算ソフト
で作表でき，日ごとあるいは月単位で集計することが可
能である。これらのデータは，生産の能力や状況を把握
する手段に活用できる。
3 ）マルチオペレーション機能
　複数の溶接装置を保有する場合において， 1 台の溶接
装置で他の溶接装置の溶接電流・アーク電圧をモニタし
つつ，溶接条件の微調整や溶接開始・停止を操作するこ
とを可能とした機能である 3 ）。図 5 はタッチパネルに表
示される画面の一例であり，①が電流・電圧モニタ部，

図 3  片面サブマージアーク溶接装置全体図
Fig. 3  Overall view of one side submerged arc welding system

図 4  溶接装置ヘッド部詳細
Fig. 4  Welding device head part details

図 5  マルチオペレーション機能画面
Fig. 5  Multi-operation function reference screen



神戸製鋼技報/Vol. 67 No. 1（Mar. 2018） 73

②が溶接条件微調整部である。画面を切り替えることに
よって一人のオペレータで複数台の装置を操作すること
が可能になり，省人化に寄与している。
4 ）トラブルシューティング
　溶接線の途中で溶接装置が異常停止した際には，停止
原因の究明と復旧のための確認項目が表示される。例え
ば，第 1 電極のアーク切れにより溶接が停止した場合に
は，タッチパネルに第 1 電極アークOFF異常と表示さ
れる。それとともに，ワイヤ残量の確認や，チップの点
検，ワイヤの送給性の確認など，原因となり得る箇所の
点検を促すメッセージが表示される。これにより，異常
原因の特定や復旧にかかる時間が短縮でき，経験の浅い
オペレータでも対応が可能になる。
1. 1. 3　溶接状況ロギング機能
　近年，品質管理を目的としたトレーサビリティのニー
ズが高まっている。当社の従来装置では，全ての溶接線
でデータを収集することは困難であった。溶接電流やア
ーク電圧を溶接装置のメータで目視確認して記録用紙に
記入するか，対象とする溶接線ごとに計測パラメータに
応じた測定機器やレコーダを取付けるなどの対応を必要
としたためである。最新装置では，溶接線ごとに設定さ
れた溶接条件や溶接中の溶接電流やアーク電圧，ワイヤ
送給速度などを単位時間ごとに記録し，ログデータとし
てCSVファイルにて保存する機能がある。これにより，
全ての溶接線のデータを自動で収集することが可能とな
っている 3 ）。
　データ収集機能は，原因究明ツールとしても活用可能
である。例えば，ある溶接でビード外観不良あるいは内
部欠陥が発生した場合，実際に設定した溶接条件に間違
いがないか，あるいは溶接電流やアーク電圧に異状がな
いかなどを他のデータと比較検討することができる。本
機能で収集したデータをもとに作成したグラフを図 6
に示す。アーク切れ発生原因の調査に活用した例であ
る。アーク電圧が一定時間以上しきい値を超え続けたこ
とでアーク切れを検出し，ワイヤ送給モータがスローダ
ウンして再アーク発生を促していることが分かる。この
事例では，装置を納入してから比較的短期間でアーク切
れが頻発したため，ワイヤ送給に関する制御機器の初期
不具合も考えられた。しかし，図 6 のデータから適切に
制御されていることが明確になり，制御面の不具合の可

能性が排除された。その結果、確認箇所をワイヤ送給経
路に絞り込むことができ，点検を集中的に行うことで原
因特定し解決に至った。
1. 1. 4　表フラックスの自動散布回収機能
　溶接装置上部には表フラックスを収納するホッパが搭
載されている。表フラックスは散布ホースの途中に設け
られたスライドバルブにより散布を開始・停止でき，溶
接完了時は自動で散布を停止する。散布された表フラッ
クスは，装置後方の回収ノズルから吸引し，再びホッパ
に投入され，自動で散布・回収を繰り返す。
　表フラックスと同時に吸引されたスラグはホッパ内に
設置してある篩網により除去される。回収過程で粉化し
微粉となった表フラックスの増加は溶接作業性などに影
響をおよぼすため，ホッパ内のフィルタで分離される。
　また，片面サブマージアーク溶接に広く適用されるボ
ンドフラックスは吸湿しやすい特性がある。このため溶
接装置が稼働しない間の吸湿を防止する目的から，ホッ
パ外面に結露を防ぐパネルヒータを設置し，さらに外気
の侵入を防ぐ機構を取り入れている。
　これらの機能により，繰返し使用される表フラックス
の劣化を防ぎ，自動での散布・回収を実現するとともに，
安定した溶接品質を確保している。
1. 1. 5　使用済み裏フラックスの回収機能
　図 7 に使用済み裏フラックスの回収の説明図を示す。
溶接完了後の使用済み裏フラックスは，裏フラックス散
布回収台車を走行させて装置の下部に掻（か）き落とし，
そこに組み込まれたスクリュー式搬送機構（図 8 ）によ

図 7  使用済み裏当てフラックス回収機構説明図
Fig. 7  Illustration drawing Recovery of used backing flux

図 6  溶接状況ロギング機能活用例
Fig. 6  Application example of welding situation logging function

図 8  スクリュー式搬送機構の一例
Fig. 8  Example of screw type transport mechanism
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り所定の回収箱まで搬送される。使用済み裏フラックス
は床面に散乱することがなく，清掃作業の負荷低減に寄
与している。

2 ．ボックス柱角溶接装置

　ボックス柱角溶接装置の一例を図 9 に，トーチ周辺詳
細を図10にそれぞれ示す。本装置は溶接ヘッドを 2 セ
ット備えたサブマージアーク溶接装置で，主に門型構造
の全体フレームが溶接線方向に走行しつつ，左右の開先
を同時溶接する。
　フラックスがワークからこぼれるのを防ぐために，ワ
ーク側面に押し当て，走行と同調して回転する機能を持

ったクローラ式のフラックス受けベルトを配置している。
　また，溶接中のコンタクトチップの温度上昇に起因す
るチップ摩耗とワイヤ送給不良を防ぐため，トーチは水
冷方式を用いている。
2. 1　ボックス柱角溶接装置の機能
　ボックス柱角溶接装置は様々な省力化，省人化，溶接
品質の安定化に寄与する機能を具備している。本装置に
具備している主な機能を以下に紹介する 4 ）。なお， 1 章
と重複する機能については割愛する。
2. 1. 1　フルペネ／パーシャル溶接条件切り替え機能
　ボックス柱の角溶接においては，フルペネ（完全溶込
み部）とパーシャル（部分溶込み部）で溶接条件を切り
替える必要がある。本装置には，溶接中に自動的に切り
替える機能を備えており，オペレータが溶接条件を都度
調整する必要がない。
2. 1. 2　ワーク自動ポジショニング機能
　ボックス柱の角溶接では，溶接熱によりワークの長手
中央部が持ち上がるような形に大きく変形することがあ
る。その状態で溶接を行うと，溶接位置により上り坂や
下り坂となり，安定した溶接品質が得られない。これを
防ぐために溶接ヘッドに傾斜角度検知器を取付け，アー
ク点付近のワークの傾斜を検出し，昇降式ワークポジシ
ョニング装置でワークが設定傾斜角になるように位置決
めしている。傾斜角度検知器にはロータリエンコーダ
を，昇降ポジショナにはサーボモータをそれぞれ用いる
ことで，正確な角度検知と傾斜角度制御を実現してい
る。

むすび＝本稿では，大入熱サブマージアーク溶接の最新
機能・自動化技術を中心に紹介した。しかしながら，サ
ブマージアーク溶接においては現在の機能や技術でもま
だ多くの作業にオペレータが介在しており，さらなる自
動化の推進が必要と認識している。溶接施工技術や各種
センサ技術などと組み合わせ，オペレータの負荷を軽減
するとともに，より高品質で高能率な溶接の実現に向
け，継続して開発を進める所存である。
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図10  トーチ周辺の詳細
Fig.10  Details about the torch

図 9  四面ボックス柱の溶接装置外観の一例
Fig. 9  Exemplary appearance of welding equipment of 4-side 

box pillar
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まえがき＝中厚板溶接では，長時間にわたり複数の層の
溶接金属を重ねる多層溶接が行われる。このため，熱ひ
ずみ等の影響による溶接線ズレに追従するアークセンサ
技術やウィービングを用いた溶接を健全に行うための制
振制御技術などが必要とされてきた。また，近年では溶
接対象物の構造の変化や使用される鋼材の変化，熟練溶
接工不足などにより，溶接の自動化ニーズはより高度化
している。これらのニーズに応えて，中厚板溶接のさら
なる進化を支えるために高性能化・高機能化・簡単化を
追求し，世界中に溶接自動化のためのソリューションを
届けることを目標に，「世界中，ちゃんと溶接できるま
で」をコンセプトとして，CBコントローラを開発した

（図 1 ，図 2 ）。
　本稿では， 2016年 4 月から販売を開始したCBコント
ローラの特長とそれを支える技術，およびこの新型コン
トローラが持つポテンシャルについて説明する。 1 ．CBコントローラの特長 1 ）

　CBコントローラの主な特長は（ 1 ） 高性能，（ 2 ） 高
機能，（ 3 ） 簡単の 3 つである。本章ではこの 3 つの特
長について説明する。
1. 1　中厚板溶接を支える高性能
　CBコントローラは，CPU性能を向上させるとともに，
内部アーキテクチャを一新し，ユーザインタフェース部
とリアルタイム制御部とを最適な形に分離した。また，
マニピュレータ，周辺装置，溶接電源との通信に
EtherCATⓇ（ドイツ・ベッコフオートメーション㈱の
登録商標）を採用した。これにより，溶接ロボットの高
性能化に必要な高速・高精度同期通信性能を向上し，従
来比で 3 倍以上の制御性能を実現した。
　溶接対象物のズレ検知に用いられる「溶接ワイヤによ
るタッチセンシング機能」では，対象物と溶接ワイヤが

新型ロボットコントローラ（CBタイプ）の特長
Features of New Robot Controller, CB-Type, for the ARCMANTM Welding 
System

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

（技術資料）

Recently, the needs for welding automation have become more diversified and advanced, requiring 
a robot controller with higher performance and better functioning. Hence, we have developed a new 
controller, the CB-type controller, which features high performance, feature-rich, highly-sophisticated 
functions, and ease of use. This paper introduces these three features. In addition, the potential of 
the CB-type controller is described along with the example of a new arc-sensor control system under 
development. 
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図 1  CBコントローラ・教示ペンダント
Fig. 1  CB-Type robot controller and teach pendant

図 2  CBコントローラ開発コンセプト
Fig. 2  The concept of CB-Type robot controller



76 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 67 No. 1（Mar. 2018）

接触する瞬間にロボットが急停止する必要がある。しか
し，急停止によってロボットが振動する場合があり，位
置検出誤差が生じる原因となっている。この誤差を低減
するには，振動静定後に位置検出をすればよいが，静定
待ち時間によってタクトタイムが増加する問題があっ
た。そこで，CBコントローラでは，改良を加えた高度
なモデルベース制御技術 2 ）により，振動と待ち時間を
低減し，タッチセンシング時間を従来比20％削減した

（図 3 ，図 4 ）。
1. 2　さまざまな溶接ニーズに応える高機能
　ハードウェア性能を向上させることにより，中厚板溶
接の自動化で強みを発揮する多くの新機能が提供可能と
なった。以下では新たに追加された機能の一部を紹介す
る。
1. 2. 1　ウィービングカスタマイズ機能
　斜め振りウィービング機能と立板・下板側それぞれの
電圧設定，端停止時間設定を可能にすることにより，
450 Aで70 cm/minの高電流かつ高速度の溶接条件にお
いてもアンダカットおよびオーバラップのない，脚長
6 mmの水平すみ肉溶接が実現できた 3 ）（図 5 ，図 6 ）。
　本機能はレ型開先の余盛ビード形状改善にも効果的で
ある。板厚 8 mm，開先角度 45°のワークに対し，2 層
2 パス溶接を行う際に，2 パス目に斜め振りを適応した
例を示す（図 7 ，図 8 ）。
1. 2. 2　生産状況の見える化支援
　溶接システム稼動中に何らかの問題が発生した場合に
は，問題発生前後の正確かつ客観的な情報入手が早期の
問題解決の鍵となる。この情報が取得できるよう，ロボ

ット操作ログおよび溶接結果ログをコントローラ内部に
保存している。本機能は従来機から備わっていたが，
CBコントローラでは内部メモリ容量を増加して，従来
比20倍のログが保存でき，より多くの詳細情報が取得可
能になっている。
　さらに，当社生産支援PCソフト（AP-SUPPORTTM 注 1 ））

図 3  タッチセンシング時の振動時間
Fig. 3  Vibration duration at wire touch sensing

図 4  モデルベース制御の一例
Fig. 4  Example of model-based control

図 8  斜め振りウィービングを適用したレ型溶接部のビード外観
Fig. 8  Weld bead shape with bevel groove

図 7  レ型溶接のテストピースと開先形状
Fig. 7  Groove configuration of test plate

図 6  斜め振りウィービングを適用したすみ肉溶接部のビード外
観と断面マクロ

Fig. 6  Weld bead shape and appearance

図 5  斜め振りウィービングの軌跡
Fig. 5  New back-and-forth weaving pattern

脚注 1 ） AP-SUPPORTTMは当社の商標である。
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との連携で，稼動データおよびエラー発生状況を可視化
することにより，製造現場の生産性向上や情報化・見え
る化の推進に貢献できる（図 9 ）。
1. 3　良好な操作性を実現した簡単化
　従来機で好評であった操作性・高応答性は継承しつつ，
当社製溶接ロボットシステムを初めて使用するユーザに
もやさしく直感的な入力ができるよう，「軽い，見やす
い，さわりやすい」教示ペンダントを開発した（図10）。
以下にこの教示ペンダントの特長を示す。
1. 3. 1　軽量化の実現
　0.95 kgという業界最軽量クラスの本体に加えて，重
量バランスの最適化など人間工学を考慮した設計を行っ
た。また，作業者の負担が大きい長時間の教示・溶接確
認作業において，負担の大幅な軽減を実現した。具体的
には，教示ペンダント背面に教示プログラムの前送りス
イッチを追加 4 ）したこと，イネーブルスイッチ 2 個を
装備（オプション）することにより，教示ペンダントを
把持する手を左右持ち替え可能とした（図11）。
1. 3. 2　直感的な操作・表示
　アイコンとタッチパネルによる直感的な入力（図
12），およびロボット教示命令を機能別に色分けしたこ
と（図13）により，初心者にもやさしい操作環境を実
現した 5 ）。
　また，キー配置を十字 6 ）にしてロボットの動作方向
と一致させることにより，ロボットインチング時の操作
性をアップさせた（図14）。これにより，操作ミスの大
幅な低減が期待される。

図13  教示命令の色分け
Fig.13  Coloring robot teach commands

図12  タッチパネル画面
Fig.12  Touch panel screen

図11  背面スイッチ構成
Fig.11  Switch arrangement of rear side

図10  CBコントローラ用 新教示ペンダント
Fig.10  New teach pendant for CB type controller

図 9  CBコントローラとAP-SUPPORTTM連携
Fig. 9  In cooperation with AP-SUPPORTTM

図14  新操作キー十字配置
Fig.14  New four-arrow key-like inching function key
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1. 3. 3　簡単言語切替
　操作画面は日本語，英語，中国語に加えて韓国語表示
にも対応した。タッチパネル上で即座に表示の切り替え
が可能（図15）であり，海外工場での日本人スタッフ
による立ち上げ・メンテナンス作業も考慮した設計とな
っている。

2 ．CBコントローラの今後の展望

　中厚板溶接では，溶接熱ひずみ等の溶接線ズレに追従
するアークセンサ機能のさらなる高性能化が欠かせな
い。そのため，高性能化したCBコントローラの能力を
最大限に活かして，これに取り組んでいる。
　一般的に，溶接電流フィードバックを用いたアークセ
ンサ機能では，ウィービング左右端の電流差を元に溶接
線のズレを検知している。しかし，バラつきの大きな電
流変化に対して左右端のみの電流値を元にするだけでは
アークセンサの精度改善に限界がある。
　そこで，ウィービング中の連続した電流フィードバッ
ク値を用い，下式（ 1 ）で表される簡易モデルに対して
最小二乗法を用いた回帰によるフィッティングによって
ズレ量を求める方式を開発している 7 ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 1 ）

　I（t）は時刻 tにおけるウィービング過去 1 周期分の電
流波形ベクトルであり，回帰の係数p1は左右方向のズレ
に相当する。本モデルの検証として，水平すみ肉溶接に
おいて，ズレなし，立板側にズレ 2 mm，ズレ 5 mm，
下板側にズレ 2 mm，ズレ 5 mmの計 5 パターンで確認
を行った。図16は回帰係数p1とズレ量の関係で,ズレ量
が大きくなるにつれp1が増加することが確認できた。
　推定ズレ量の標準偏差が小さければ，ズレ量が安定し
て推定できていると考えることができる。推定ズレ量の

標準偏差は図16の各ズレ量における係数p1の標準偏差を
平均値の傾きで除することで求められる。左右の電流差
による当社の従来手法 8 ）と比べ，本手法による実験例
では，Ar-CO2ガス溶接の場合で 8 %，CO2ガス溶接の
場合で40%程度推定ズレ量の標準偏差が減少していた。

むすび＝本稿では，新型ロボットコントローラCBコ
ントローラの機能とそのポテンシャルについて説明し
た。CBコントローラの能力は，新マニピュレータ
ARCMANTM 注 2 ）-A30/A30SやARCMANTM-A80の制御に
も活かされている。
　今後もあらゆる溶接課題を解決するために，高性能
化・高機能化・簡単化を追求したCBコントローラを活
かしてユーザニーズの実現や新たな提案を行い，世界中
に高品質な溶接を簡単操作で提供していく。
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図15  簡単言語切替
Fig.15  Rapid Language selection

図16  回帰係数と目標位置の関係
Fig.16 Relationship between regression coefficient and target 

position

脚注 2 ） ARCMANTM（ ）は当社の商標である。
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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で数多く採用されてき
た。
　図 1 に溶接システムの例を示す。中厚板分野での溶接
では溶接対象物（以下，ワークという）が大きく，ロボ
ット単独の動作領域ではワークの溶接箇所全てをカバー
することは困難である。当社溶接システムは，ワークに
適したサイズのロボットとロボットを搭載する移動装
置，ワークを最適な溶接姿勢に位置決めするポジショナ
を組み合わせ，要求される溶接箇所をカバーするように
機器を構成している。当社は，大型～小型のサイズのロ
ボットをそろえており，それら全てが高品質な溶接の実
現に必要な動特性を備えていることが特長である。
　当社のロボットの機種構成を図 2 に示す。小型ロボッ
トでは，ロボット質量が軽くて移動装置への負担が少な
く，システムとしては軽量コンパクトにできる。その反
面，ロボットの最大リーチが短く動作領域が小さいた
め，大きなワークへの適用の面で不利になる。大型ロボ
ットではその反対である。そのため，動作領域の広さと
ロボット質量のバランスの良い最大リーチ1,300～
1,800mmの中小型機が，溶接システムを構築する上で
多く採用されてきた。
　いっぽう，ロボットの最大リーチを拡大した大型機で
は，ロボットを移動装置に搭載することなくワークの溶
接箇所に適用することによって，システム構成をよりシ
ンプルにすることができる。この点で大型ロボットの価
値は高い。また，ワークの内面などの狭隘（きょうあい）
部材への進入が必要な造船現場などには，小型ロボット
を適用することで，これまで溶接工によって行われてき
た作業を自動化することが可能となる。

　本稿では，従来機からモデルチェンジした大型アーク
溶接ロボットARCMANTM 注 1 ）A80と，新規に開発した
小型アーク溶接ロボットARCMANTM A30の特長につい
て紹介する。

新型アーク溶接ロボット
New Arc Welding Robots

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

（技術資料）

A series of arc-welding robots, the ARCMANTM series, comes in sizes suitable for various welding 
objects, and many have been adopted by users in the field of medium-to-heavy gauge plates. This paper 
introduces the features of a large-sized robot, ARCMANTM A80, and a small-sized robot, ARCMANTM 
A30, both newly developed. ARCMANTM A80 is a robot suitable for welding large structures, such as 
construction machinery, and has enhanced features for improving welding applicability, including a 
larger approach area around works, while inheriting the features of the conventional ARCMANTM XL. 
ARCMANTM A30 is a small robot aimed at applications in narrow spaces and features an operating 
speed and arm shape particularly suitable for the shipbuilding assembly process.
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図 2  ロボットサイズ整理による機種構成
Fig. 2  Lineup by robot size

脚注 1 ） ARCMANTM（ ）は当社の商標である。

図 1  溶接システム
Fig. 1  Welding system
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1 . 大型アーク溶接ロボットARCMANTM A80

　これまで当社がラインナップするロボットの中で最も
大型な機種はARCMANTM XL（図 2 ，図 3 ）であった。
最大リーチはP点（S5軸回転中心点）で2,698mmであり，
その特長を活かして建設機械や鉄道車両といった大型の
ワークを扱う業界に適用されてきた。ARCMANTM XLよ
り大型ワークに適した特長をさらに加えたARCMANTM 

A80を後継機として開発した。
1. 1　ARCMANTM A80の特長
　ARCMANTM A80の主な特長は下記の通りである。
○シリアルリンク化：ワークへのアプローチ域の拡大

　動作範囲の拡大および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（逆エルボ姿勢）への対
応により，従来不可能だったワークへのアプローチを
可能にした（図 4 ）。

○S1軸へのケーブル内蔵：ケーブル類のワークとの干
渉を防止
　ロングアームというARCMANTM XLの最大の特長
を継承し，既納入システムへのリプレイスを考慮して
アーム長さを同じにして互換性を持たせた。そのうえ
で，最新の部品の使用および 3 D-CADを用いた設計
や解析によってフレームを最適化した。また，後述の
シリアルリンク化を行った。これらにより，従来機に
対して約35%の軽量化を実現した。性能面では動作速
度を向上させ，より生産性の向上が図れるものとし
た。

1. 2　シリアルリンク化
　ARCMANTM XLは平行リンク構造を採用しており，
S3軸の駆動部容量を小さくできるうえに，剛性的にも
有利な構造であった。しかし，動作範囲と動作速度に制
限が生じることや，ロボットの大型化，部品点数の増大
などの短所があった。ARCMANTM A80ではシリアルリ
ンク化することにより，性能の向上をはじめ，部品点数
の削減や軽量化を実現した。
　シリアルリンクタイプのロボットは構造上，平行リン
クタイプと比較して剛性確保が難しく，剛性低下は中厚
板溶接で重要となるウィービングの精度悪化を招く。と
くに，大型ロボットではロボット基部からトーチまでの
距離が長いため，精度悪化の影響は大きく致命的な問題
となる。そこで，設計と制御の両面からこの問題を解決
した。
　機械設計では，3 D-CADと数値解析を使用した設計
により，フレーム形状の最適化による高剛性化を図っ
た。溶接時に軌跡精度が最も厳しく要求されるロボット
姿勢とそのFEMモデルを図 5 に示す。ロボット姿勢を
FEM解析モデルで表すことで，ロボット全体での固有
振動数の予測を行った。また，全体剛性に大きく寄与す
る重点的補強点を割り出し，剛性の向上を図った。その
結果，フレームを剛体と見なしたときの理論値とほぼ同
等の剛性を確保することができた。
　制御面では，試作機設計における剛性および軌跡シミ
ュレーションの精度を向上させるため，実機により近い
数値モデルを作成した。このモデルを用いて，とくにウ
ィービング時にロボット先端に発生する共振現象に関し
て高精度なシミュレーションを行った。図 6 に示すよ
うに，シミュレータはロボットモデルとコントローラ

図 4  ARCMANTM A80の逆エルボ姿勢
Fig. 4  Reverse posture of ARCMANTM A80

図 3  ARCMANTM XL（左）とARCMANTM A80（右）
Fig. 3  ARCMANTM XL (left) & ARCMANTM A80 (right)

図 6  3 D-CAD連携シミュレーション
Fig. 6  Simulation collaborating with 3 D-CAD

図 5  ARCMANTM A80のFEMモデル
Fig. 5  FEM model of ARCMANTM A80
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モデルから構成される。ロボットモデルに関しては，
Simscape MultibodyTM （MathWorks製シミュレーショ
ンツール）を用いて 3 D-CADでの設計データを取り込
むことで，ロボットのリンク構造や各リンクの質量，重
心位置，慣性を厳密にモデル化した。つぎに，コントロ
ーラモデルは，実際のコントローラのソースコードをベ
ースにSimulinkTM （MathWorks製）にて制御アルゴリ
ズムを再現した。ウィービング時のロボット先端軌跡の
一例を図 7 に示す。シミュレーション結果は，実験機の
ロボット先端挙動を良く捉えていることが確認できる。
なお，ロボットの制御アルゴリズム 1 ），2 ）は，所望のウ
ィービング動作精度を実現するために，フィードバッ 
ク制御だけでなく，動力学モデルに基づくフィードフォ
ワード制御による 2 自由度制御や慣性力や重力によるロ
ボットたわみを補正する弾性変形補償制御，周期外乱成
分に着目した周期外乱オブザーバなどにより構成されて
いる。図 8 にロボットの制御ブロック図を示す。
　構築したシミュレータを活用して，制御パラメータの
チューニングや制御アルゴリズムのブラッシュアップを
行い，ロボットの共振による動作精度悪化の問題を解決
した。
　ロボットの高剛性化と新制御技術によりシリアルリン
ク化したARCMANTM A80実機で所望のウィービング動
作精度を確保した。
1. 3　ケーブル内蔵化
　とくに中厚板分野では，溶接電流400Aを超える溶接

が主になるため，高い電流に耐え得る太径の溶接用ケー
ブルやトーチ冷却水用ホースが必要となる。また，ツー
ルの持ち替えやオプションのセンサ類が併用されること
もあり，ケーブルが増える傾向にある。これらのケーブ
ルがロボットの動作に追従して振られると，ワークや溶
接システムを構成する周辺装置への干渉が懸念される。
また，質量のあるケーブルを保持するための器具も必要
になり，これらへの対策のため，システムのレイアウト
設計に制限が生じる。
　そこで，ARCMANTM A80ではとくに太径で質量のあ
る溶接パワーケーブルは，アーム部では機体にはわせ，
ベース部分ではロボットに内蔵できるようにした。これ
らによって，溶接システムのレイアウト設計に自由度を
持たせ，システムの適用性や溶接品質の向上を図れるよ
うにした。

2 ．小型アーク溶接ロボットARCMANTM A30の
特長

　ARCMANTM A30の外観を図 9 に示す。本機は，造船
溶接現場の大組立工程など，ワークの狭隘部に入り込ん
で溶接作業を行うような現場に適用することを目的とし
た小型ロボットである。
2. 1　用途に応じた 2 種類の仕様
　日本国内における産業用ロボット（定格出力が80W
を超えるもの）の運用に関して，「当該産業ロボットに
接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある

図 8  コントローラ内の制御ブロック図
Fig. 8  Block diagram of control system

図 7  実験機とシミュレーションのウィービング時のロボット先端挙動比較
Fig. 7  Robot tip behavior of actual machine and simulation
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ときは，さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するた
めに必要な措置を講じなければならない」ことが規定さ
れている（労働安全衛生規則第150条の 4 ）。
　ARCMANTM A30の主な狙いとする造船大組立工程で
の溶接作業状況を図10に示す。このような現場では，
作業者とロボットとを柵（さく）または囲い（以下，安
全柵という）で隔離することが運用上困難な現場であり，
上記規則に対して，安全確保のための対応が必要であ
る。いっぽう，安全柵を設けることが可能な業種や現場
からは，生産性向上のためにロボットの高速化（高出力
化）が求められる。
　こうした相反する問題とニーズに対して，コントロー
ラ側でモータ出力を制限するようにサーボアンプを 2 種
類備えることによって，幅広い分野，市場への展開を図
った。

2. 2　小型化を実現する下腕構造
　造船大組立工程では，船体ブロック内部の狭いスペー
スにロボットが入り込み，水平すみ肉溶接や立向き溶接
の溶接姿勢をとる必要がある。このため，ロボットアー
ムは下腕，上腕ともリンク長の比較的短いものとなる。　　　
そのために，溶接姿勢によってはロボットの突起物にト
ーチケーブルが巻き付き，溶接ができなくなることが懸
念される。そこで，ARCMANTM A30ではS2軸および
S3軸のモータを下腕に内蔵し，ロボット表面の突起物
を極力排除する構造とした。S2軸およびS3軸二つのモ
ータを下腕内部の限られた空間に配置するため，S2軸
とS3軸のベルトテンション調整部品を共通化した（図
11）。ベルトとプーリを覆う樹脂製カバーも丸みを帯び
たデザインとした。こうした工夫により，空間の狭い溶
接作業現場においても，ケーブルがロボット本体に引っ
掛かることなく溶接できるようになった。

むすび＝当社のアーク溶接ロボットの機種構成と，新機
種の特長について紹介した。今後も，建設機械などの大
型構造物の溶接にはARCMANTM A80を，造船の大組立
工程など狭隘部材に対してはARCMANTM A30を核とし
て，それぞれの溶接現場に適した最良の溶接システムを
提供していきたいと考えている。
　
参　考　文　献
1 ） 西田吉晴ほか. 計測と制御. 2012, Vol.51, No.9, p.874-879． 
2 ） 稲田修一ほか. R&D神戸製鋼技報. 2013, Vol.63, No.1, p.89-93．

図10  造船の溶接作業現場
Fig.10  Welding site of shipbuilding

図 9  ARCMANTM A30外観
Fig. 9  ARCMANTM A30

図11  下腕構造
Fig.11  Structure of lower-arm
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まえがき＝船舶や建築，海洋構造物といった鋼構造物の
大型化と使用環境の低温化に伴い，溶接金属に求められ
る強度，じん性の水準はさらに高いものとなりつつあ
る。鋼の強化機構のうち，粒界強化（細粒化強化）は強
度，じん性を同時に向上させることが知られている 1 ）。
高強度，高じん性を兼備した溶接金属を実現するために
は，溶接金属組織を微細化する技術が必要となる。
　アシキュラフェライト（Acicular Ferrite，以下 AF
という）は，低炭素・低合金鋼の溶接金属や溶接熱影響
部において，介在物粒子を起点に生成する微細組織であ
り，高いじん性をもたらす 2 ）～ 4 ）。AF生成の起点となる
介在物は，酸化物 5 ），窒化物 4 ），硫化物 6 ）が知られてい
る。とくに，TiO7）～ 9 ），Ti 2 O 3

9 ），TiO 2
10）などのTi酸

化物は高いAF生成促進効果を有する。
　介在物を起点とするAFの生成メカニズムとして，次
の 3 つの説が提案されている。
①介在物／AF界面エネルギーの低下：介在物とAFと
の間に良好な格子整合性を有する界面が形成されると，
介在物／AF界面エネルギーが低下し，介在物表面にお
けるAF核生成は容易化する。これは，界面エネルギー
の構造的エネルギーに着目した考え方で，古くより検討
されている 8 ），11）。近年では，化学的エネルギーの観点に
基づく研究も行われている12）。
②介在物周囲オーステナイト相の組成変化：AF生成に
先立ち，介在物周囲のオーステナイト相の組成が変化し
てAF生成の駆動力が増すとする説である。代表として，
Mn欠乏層13）が挙げられる。オーステナイト安定化元素
であるMnが介在物に吸収されることによって介在物近
傍にMn欠乏層が形成され，Ae 3 温度が上昇することが
示されている。また，同じくオーステナイト安定化元素

であるCの欠乏層の存在がGreggにより指摘されてい
る10） 。
③介在物周囲オーステナイト相へのひずみ，転位導入：
介在物とオーステナイト相の熱膨張係数差に起因し，介
在物周囲オーステナイト相に生じたひずみおよび転位が
AF生成を促進するとする説であるが，実験的な証拠は
少ない。フェライト変態の駆動力に対するひずみエネル
ギーの寄与は小さいことが計算でも示されている14）。い
っぽう，介在物周囲の転位がAFの優先核生成サイトと
なる可能性を角野は述べている15）。
　また，介在物は単なる異質生成核としてAF生成に寄
与しており，介在物種の影響は小さいことをDowlingら
は報告している16）。
　このように，AFを生成する介在物とのそのメカニズ
ムについては多数の研究がなされているものの，単一の
純酸化物から成る単相介在物での検討が多い。いっぽ
う，複数の脱酸元素が添加され，かつ酸素濃度の高い溶
接金属では，より複雑な介在物粒子が形成されていると
考えられる。このような複雑な介在物におけるAF生成
のメカニズムや機械的特性との関係は十分に明らかにな
っていない。そこで当社では，MnTi系酸化物を含む複
合介在物粒子がAF組織や機械的特性におよぼす影響，
およびAF生成のメカニズムを調べたので以下にその概
要を述べる。

1 ．実験方法

1. 1　溶接金属
　低MnかつTiを含有しないTiフリー材と高MnでTi
添加されたTi添加材の 2 種類の溶接金属を供試材とし
て作製した。溶接に際しては，10°V開先加工を施した

MnTi系酸化物を活用した溶接金属組織微細化技術
Formation of Fine Microstructure in Weld Metal Containing Mn-Ti Based Oxides

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

（論文）

The formation of fine acicular ferrite microstructure and improvement of toughness have been 
observed in a welding metal in which inclusion particles containing MnTi-based oxide are dispersed. 
The inclusion particles are composed of MnTi2O4, TiO2, amorphous and MnS phases, while the acicular 
ferrite has been nucleated from MnTi2O4 phase. The Baker-Nutting crystal orientation relationship has 
been found between MnTi2O4 phase and acicular ferrite, whereas the Kurdjumov-Sachs orientation 
relationship has been found between the prior austenite phase and acicular ferrite. It has been 
discovered that the favorable lattice matching at the interface between the prior austenite phase and 
acicular ferrite may possibly have promoted the nucleation and growth of acicular ferrite, as well as 
the lattice matching at the MnTi2O4/ acicular ferrite interface.
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板厚25mmの低炭素鋼板を準備した。ルートギャップ
15mm，溶接電流425A，電圧30V，溶接速度5.8mm/s，
パス間温度180～200℃の条件でサブマージアーク溶接

（Submerged Arc Welding，以下 SAWという）を行っ
た。表 1 に溶接金属成分を示す。P，S，Nの含有量は，
それぞれ0.008，0.003，0.010mass％未満である。得られ
た溶接金属の一部には，640℃で108ksの溶接後熱処理

（Post Weld Heat Treatment: PWHT）を施した。
1. 2　組織観察
　溶接金属は，凝固まま

4 4

のマトリクス組織を有する原質
部と，後続する溶接パスの熱影響によりマトリクス組織
が変化した再熱部から成る。再熱部の旧オーステナイト
粒径は原質部に比べて小さく，かつ後続パスの溶融部か
らの距離により変化する。旧オーステナイト粒がある程
度小さい場合，AF生成量は旧オーステナイト粒径に影
響を受ける17），18）。このため，AF組織を再熱部で比較す
る場合，観察位置における旧オーステナイト粒径の相違
を考慮しなければならず，煩雑である。そこで，本検討
では旧オーステナイト粒径が十分に大きい最終パス原質
部を組織観察に用いた。溶接方向に垂直な面を鏡面研磨
し，光学顕微鏡により介在物を観察した。倍率1,000倍
で 2 視野の写真を撮影し，写り込んだ介在物の個数密
度，平均円相当径を画像解析により求めた。写真解像度
の関係上，円相当径にして0.5μm以上の介在物を解析
の対象とした。つづいて，同じサンプルを 3 ％ナイター
ルで腐食し，光学顕微鏡により母相組織観察を行った。
また，介在物粒子とそれを起点とするAF組織を選定し，
研磨により表面腐食層を除去した。走査型電子顕微鏡
JEOL JSM-6500Fにより電子線後方散乱回折（Electron 
Backscatter diffraction，以下 EBSDという）パターン
解析を行い，AFの結晶方位を調査した。フェライト相，
オーステナイト相を考慮し，ステップサイズ0.1μmで
EBSD測定を行った。さらに，AF生成の起点となった
介在物粒子を構成する相を同定するため，JEOL JEM-
2010Fを 用 い て 透 過 型 電 子 顕 微 鏡（Transmission 
Electron Microscopy，以下TEMという）観察を行った。
上記EBSD測定を行った視野から介在物粒子を含む領域
を集束イオンビーム装置（FB2000A）にて取り上げ，
薄膜TEM観察用サンプルに加工した。TEM観察を加
速電圧200kVで実施し，エネルギー分散型X線分光器

（Energy Dispersive X-ray Spectroscopy，以下EDSと
いう）により介在物を構成する元素，制限視野回折パタ
ーンにより結晶構造をそれぞれ求め，介在物相を同定し
た。また，菊池パターン解析19）により，介在物相とAF
との結晶方位関係を調べた。
1. 3　機械的特性
　溶接まま

4 4

（溶接後に熱処理などを行っていない状態の

ことをいう）の溶接金属およびPWHT処理後の溶接金
属を対象に，降伏強度（Yield Strength: YS）および引
張強度（Tensile Strength: TS）を調べた。引張試験片

（JIS  Z3111 A2号）は，それぞれの溶接金属中央部から
溶接方向に平行に採取した。また，衝撃強度を調べるた
め，溶接パス会合部にノッチが位置するよう，それぞれ
の溶接金属の中央部から溶接方向に垂直にJIS Z3111の
Vノッチシャルピー試験片（ 3 本）を採取した。シャル
ピー衝撃吸収エネルギーvE－30℃は－30℃における 3 本の
試験片による結果の平均値によって評価した。 

2 ．実験結果および考察

2. 1　母相組織および機械的特性
　溶接金属の光学顕微鏡写真を図 1 に示す。Tiフリー
材では，旧オーステナイト粒界より生成したパケット，
ブロックといった下部組織を有する粗大なベイナイト組
織が全面に観察された。いっぽう，Ti添加材には極め
て微細な組織が形成されていた。この微細組織を構成す
る結晶粒のなかには，図 1（d）中に矢印で示すように，
介在物粒子から放射状に生成したものが観察された。こ
れは介在物粒子を起点とするAFである。一見，介在物
粒子と無関係に存在するように見える微細結晶粒は，観
察面内部の介在物粒子に核生成したAFか，先に生成し
たAFから共鳴核生成したものであると推測される20）。
　図 2 は，Tiフリー材とTi添加材の溶接金属中の介在
物粒子のサイズ分布である。酸素含有量の多いTiフリ
ー材では，円相当径1.00μm以下の比較的微細な介在物
粒子が増加する傾向が認められた。いっぽう，円相当径
1.00μm超の粗大な介在物粒子数密度には，Ti添加の有
無による大きな差は検出されなかった。介在物粒子の平
均円相当径は，Tiフリー材で0.80μm，Ti添加材で0.83
μmとほぼ同じ値を示した。
　溶接金属の機械的特性を表 2 に示す。溶接まま

4 4

におい
て， Ti添加材はTiフリー材と比べて降伏応力にして約
200MPa高い強度を示すとともに，同等以上のじん性値
が得られた。これは，Ti添加材で生成したAFによる組
織微細化の効果であると考えられる。PWHT処理後も
Ti添加材では，良好な強度，じん性バランスが認めら
れた。
2. 2　Ti添加材におけるAF生成メカニズム
2. 2. 1　AF生成の起点として働いた介在物相
　Ti添加材では，介在物を起点とするAFの生成が顕著
に認められた。AF組織の生成には，旧オーステナイト
粒径が影響をおよぼすことが報告されている17），18）。同じ
溶接条件で作製した本溶接金属は，旧オーステナイト粒
のサイズはほぼ同じであり，AF生成におよぼす影響は
無視できると推定される。また，AF生成の起点として

表 1  溶接金属の化学成分
Table 1  Chemical compositions of weld metals (mass％)
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はたらく介在物の数は，全介在物数と個々の介在物粒子
におけるAF生成傾向の積として考えられるが，図 2 で
はTi添加材の介在物粒子数は，Tiフリー材の介在物粒
子数よりも少ない。したがって，Ti添加材の介在物粒
子はAF生成傾向が強い，すなわちAF生成能の高い介
在物相を含有していると推定される。
　図 1（d）に矢印で示した介在物と，その周囲のAF組
織を含む視野のIPF （Inverse Pole Figure） マップを
図 3 に示す21）。中央付近の黒い部分（解析不能点）が介
在物粒子であり，これを起点に伸長したAF結晶粒（図
中に"AF1"，"AF2"として示す）が生成している。また，

介在物粒子に接してはいないものの，介在物粒子から放
射状に伸びた結晶粒が複数観察される。これらは，観察
面以外で介在物粒子を起点に生成したAFか，あるいは
AFから共鳴核生成した結晶粒と考えられる20）。また，
介在物粒子に接して等軸状の結晶粒が認められる。これ
らは介在物粒子表面に核生成したものか，あるいは他の
核生成サイトから成長したものが偶然に介在物粒子に接
触したのかは不明である。したがって，図 3 の介在物粒
子より生成したと確実に判断されるAFは，AF1，AF2
の 2 個である。
　図 3 の介在物粒子とその周辺の母相を含む領域の
TEM明視野像を図 4 に示す21）。図 3 で観察されたAF1，
AF2が介在物粒子を起点に生成する様子があらためて確
認された。図 5 は，介在物粒子のEDSマッピングであ
る21）。介在物粒子には，①中心から左下にかけて大きな
面積を占めるTiおよびMnの両方が濃化した部位，②そ
れを取り囲むように存在するSiおよびMnの両方が濃化
した部位，③左上に認められるTiが濃化した部位，④
右上および右端に観察されるMnが濃化した部位の 4 つ
の部位が含まれる。Ti，Mn濃化部，Si，Mn濃化部，
Ti濃化部はそれぞれ，MnTi 2 O 4 ，アモルファス相，
TiO 2 であることが制限視野回折像（図 6 ）により同定
された。また，別途行ったEDS点分析においてSも検
出されたことから，Mnが濃化した部位はMnSであると
考えられる。
　介在物粒子を構成するこれらの相と，AF1および
AF2の位置を比較すると，AF1はMnTi 2 O 4 相とのみ接
しており，AF2はMnTi 2 O 4 相，TiO 2 相，アモルファス
相と接している。また，AF1，AF2ともMnSから離れ
た位置に生成していた。AF2に接する 3 相のうち，アモ
ルファス相がAF生成を促進するとの報告はほとんどな

図 1  （a, b）Tiフリー材，（c, d）Ti添加材の光学顕微鏡像
Fig. 1  Optical micrographs of the (a, b) Ti free and (c, d) Ti-added weld metals

図 2  溶接金属中の介在物サイズ分布
Fig. 2  Size histogram of inclusion particles in the weld metals

表 2  溶接金属の機械的特性
Table 2  Mechanical properties of weld metals
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いようである。MnTi 2 O 4 相，TiO 2 相はいずれもAF生
成起点として機能することが報告されている22）, 23）, 10）。
AF1がMnTi 2 O 4 相のみと接していたことを考慮する
と，MnTi 2 O 4 相がAF生成の起点として最も有効に作
用したと考えられる。
2. 2. 2　MnTi 2 O 4 によるAF生成メカニズム
　MnTi 2 O 4 相上に核生成したと考えられるAF1の生成
メカニズムを，周囲母相の組成変化とAFとの格子整合
性の観点から調べた。
　図 5（a）の太線に沿って，MnTi 2 O 4 からAF1にかけ
て，MnおよびTi濃度を測定した結果を図 7 に示す。
MnTi 2 O 4 /AF1界面近傍のAF1側では，ややMn濃度が
低下しているようにも見えるが，ばらつきが大きく，明
瞭なMn欠乏層は検出されなかった。Mn欠乏層の形成
にはオーステナイト相から介在物へのMn拡散が必要で
あるが，本検討の溶接金属は溶接後の冷却速度が大き
く，Mn拡散の時間が十分に確保されなかったと考えら
れる。重里らの検討13）では，面積分率にして80％以上

のAF組織が得られた試料に0.4mass％のMn欠乏層が
検出されている。本検討のTi添加材の組織はほぼ全面
にわたってAFであったことを考慮すると，Ti添加材に
おけるAF生成をMn欠乏層で説明することは難しい。
また，フェライト安定化元素であるTiはAF1内に殆ど
検出されなかった。
　結晶方位解析により求めたMnTi 2 O 4 ，AF1の（100），
MnTi 2 O 4 の［101］極点図を図 8 に示す21）。｛001｝MnTi2O4と

｛001｝AF1，<110>MnTi2O4と<100>AF1がそれぞれ近接して
おり，この結果は，次に示すBaker-Nuttingの結晶方位
関係（B-N関係）がMnTi 2 O4，AF1に成立したことを
示唆する。
　　（001）MnTi2O4//（001）AF, ［110］MnTi2O4//［100］AF

ただし，許容方位差を15°として24），B-N関係が偶然に
成立する確率をGrongらの手法11）により求めると10％
と比較的高く，B-N関係が偶然に成立しただけの可能性
がある。そこで，AF1の結晶方位をより詳細に解析した。
図 3 の測定領域の（001）極点図を図 9 に示す21）。本測
定領域は 1 個の旧オーステナイト結晶粒内に位置してお
り，おおむねKurdjumov-Sachsの結晶方位関係（K-S

図 4  Ti添加材の明視野像21）

Fig. 4  Bright field image of the Ti added weld metal 21）

図 3  Ti添加材のIPFマップ21）

Fig. 3  Inverse pole figure map of the Ti added weld metal 21）

図 5  図 4 に観察された介在物粒子の（a）TEM像および（b）～（d）
Si, Mn, TiのEDSマッピング21）

Fig. 5  (a) TEM image, (b)～(d) EDS mappings of Si, Mn and Ti of 
the inclusion particle observed in Fig. 4 21）

図 6  図 4 に観察された介在物粒子の制限視野回折像21）

Fig. 6  Selected area diffraction patterns of the inclusion particle 
observed in Fig. 4 21）
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関係）25） を示す対象性の高い極点図が得られた。しかし
ながら，注目すべきことに，介在物粒子近傍のAF1の
結晶方位（Point 1）は理想的なK-S関係から5.5°ずれて
いた。いっぽう，AF1内の介在物粒子から離れたPoint 
2 では，K-S関係に近い結晶方位が検出されている。こ
れらの結果は，AF1はK-S関係からややずれた結晶方
位を有して核生成し，成長の過程でK-S関係に近づく
ように結晶方位を変化させたことを意味する。これは，
高田らがTiO起点のAF生成において報告した傾向26）と
同じであり，B-N関係を優先してAF1が核生成したた
めであると考えられる。Planar disregistryが12％を下
回る炭窒化物は，良好な格子整合性によりBCC鉄の凝
固核として機能することをBramfitは報告している27）。
MnTi 2 O 4 が格子定数0.862 8 nm28） の立方晶系の結晶構
造を有することを考慮すると，B-N関係成立時のPlaner 
disregistry27）は6.67％と十分に低い。これより，MnTi 2 O 4

はB-N関係が成立する界面を有することで，AFとの間
に良好な格子整合性を実現し，AF核生成を容易にした
と考えられる。
　さらに，オーステナイト相とK-S関係を有するAF
は，AFとオーステナイト相との界面エネルギーも低
く29），より容易に核生成，成長が進むと推測される。核
生成直後のAFに，B-N関係に加えてK-S関係に比較的

近い結晶方位が検出された。これは，B-N関係を満た
しつつ，K-S関係に近い結晶方位が核生成時に選択され
た可能性を示唆する。介在物上にAFが核生成する際の
核生成障壁エネルギーΔG *は，古典的核生成論におい
て次の式で表される。

　　　　　　　　　　　　　　　……………………（ 1 ）

　　　　　　　　　　　　　　　……………………（ 2 ）

　　　　　　　　　　　………………………………（ 3 ）

ここで，
　　σAF/γ：AF/オーステナイト相界面エネルギー
　　σγ/X：オーステナイト相/介在物界面エネルギー
　　σAF/X：AF/介在物界面エネルギー
　　ΔGV：核生成駆動力
　　ΔGS：歪エネルギー
B-N関係，K-S関係が同時に成立すると，σAF/X，σAF/γ

の値が減少することで，K-S，B-N関係が単独で成立す
る場合に比べΔG *が低下し21），AF核生成が容易化する
と考えられる。
　また，成長の過程で，K-S関係に近づくようにAFの
結晶方位が変化したのは，AF／オーステナイトの界面
エネルギーを低下させるためであると考えられる。すな
わち，核生成時のAFは，MnTi 2 O 4 およびオーステナ
イト相との両界面エネルギーに対し有利となる結晶方位
が選択されるものの，成長の過程でオーステナイト相と
の界面が増えるにつれ，同界面のエネルギーが低くなる
よう結晶方位を変化させる。以上より，AFの核生成と
成長には，AFと起点介在物との界面エネルギー，およ
びオーステナイト相とAFとの界面エネルギーが強く影
響をおよぼすと結論される。
　なお，核生成時のAFとMnTi 2 O 4 相との間にB-N関
係，AFと旧オースナイト相との間にK-S関係が同時に
検出された。これは，AF生成に先立ち，MnTi 2 O 4 相
と旧オーステナイト相との間に特定の結晶方位関係（仮
にX-A関係とする）が存在していた可能性を示唆する。

ΔG＊＝ ・f（θ）16πσ3AF/γ

3（ΔGV＋ΔGS）2

f（θ）＝（2＋cosθ）（1－cosθ）
2

4

cosθ＝σγ/X－σAF/X

σAF/γ

図 7  図 5  （a）の太線に沿ったMn，Ti濃度プロファイル
Fig. 7  Mn and Ti concentration profiles along the bold line in Fig. 5 (a)

図 8  図 4 中のAF1およびMnTi 2 O 4 の極点図21）

Fig. 8  Stereographic projection of the AF1 and the MnTi 2 O 4  shown 
in Fig. 4 21）

図 9  図 3 の測定領域の（001）極点図21）

Fig. 9  (001) pole figure of the area corresponding to Fig. 3 21）
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いっぱんに，溶接金属中の介在物は溶融鉄中で形成され
るため，旧オーステナイト相との結晶方位関係はランダ
ムなものとなるとされている30）。これに基づくと，様々
な結晶方位を有するMnTi 2 O 4 粒子のうち，偶然にX-A
関係を満たすMnTi 2 O 4 のみがB-N，K-S関係の同時成
立を許容し，優先的にAF核生成サイトとして機能した
と解釈される。いっぽうで，前記の考え方は，溶融鉄で
生成する介在物が固体介在物であることを前提としてお
り，介在物の凝固点が低い場合は，オーステナイト相と
の間にランダムではない特定の結晶方位関係が成立する
可能性がある。すなわち，高温において液体状態で存在
した介在物が，オーステナイト温度域で凝固する場合，
周囲のオーステナイト相と格子整合性の良い結晶方位関
係を有して結晶化するケースが考えられる。当社の解析
によると，オーステナイト相に対し8.6％と比較的良好
なPlaner disregistyを実現しつつ，その後のAF核生成
において，理想方位からのずれ5.3°でK-S，B-N関係の
同時成立を許容する特定の方位関係が，オーステナイト
相，MnTi 2 O 4 相間に存在し得ることが明らかになって
いる21）。単体酸化物の凝固点は高いものが多いが，熱力
学計算により，MnTi 2 O 4 の凝固点が鋼のそれを下回る
可能性がBlaisら22）により指摘されている。介在物の凝
固点とAF／介在物／オーステナイト相間の結晶方位関
係，およびAF生成の関係については今後の検討課題で
ある。

むすび＝MnTi系酸化物を含む複合介在物粒子を分散さ
せた溶接金属において，AF組織の生成挙動と機械的特
性を調べ，次の結果を得た。
・介在物粒子を構成する複数の相のうち，主にMnTi 2 O 4

相がAF生成の起点として機能する。
・AFの生成に対しては，核生成，成長の観点から，

MnTi 2 O 4 相，オーステナイト相とAFとの界面エネル
ギーが支配的な影響を及ぼす。

・AF組織を有する溶接金属は，良好な強度，じん性バ
ランスを示す。
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まえがき＝自動車業界で多用される薄鋼板の重ねすみ肉
溶接継手は，疲労強度の向上に対するニーズが大きい。
疲労強度の低下を招く主な要因としては，溶接金属止端
部の形状によって生じる応力集中 1 ）と溶接金属止端部
周辺に生じる引張残留応力 2 ）が挙げられる。引張残留
応力を低減させる手段の一つとして，溶接材料自体の成
分制御による方法が考案されている。この溶接材料は低
変態温度溶接材料と呼ばれ，通常よりも低い温度で溶接
金属をマルテンサイト変態させ，その際の膨張を利用し
て溶接金属止端部近傍に圧縮残留応力を導入する効果が
ある 3 ）。低変態温度溶接材料を用いたさまざまな実験は
行われており，重ねすみ肉溶接継手についても検討が行
われている 4 ），5 ）。しかし，一般的な溶接材料との比較実
験や母材の鋼種を変更した場合の影響調査等について個
別の研究報告はあるものの，溶接条件や板厚といった基
礎条件が揃（そろ）っておらず，諸因子の残留応力に対
する影響の度合いを評価した報告例は少ない。
　そこで著者らは，重ねすみ肉溶接継手における残留応
力特性について，溶接条件や板厚などの基礎条件を管理
した系統的調査を行った 6 ）。本報では，鋼種，板厚，溶
接ワイヤを変化させた場合の残留応力への影響度合いを
調査した。また，実際にその残留応力レベルが疲労強度
に影響を与えるかに関しては，疲労試験結果 7 ）と比較・
評価した結果を報告する。

1 ．試験方法

1. 1　供試材
　供試鋼板は，Mild steel，590 MPa級鋼，780 MPa級鋼
で，それぞれ板厚2.9 mm（590 MPa級鋼のみ2.3 mmと

3.6 mmも準備），幅85 mm，長さ300 mmの平板を用い
た。マグ溶接用のワイヤは，薄板のすみ肉溶接に一般的
に使用される軟鋼ソリッドワイヤ（JIS Z 3312 G49 A2 
M16），C量を増加して変態点を調整したメタル系フラ
ックス入りワイヤ（以下，高Cフラックス入りワイヤと
いう），低変態温度溶接材料であるソリッドワイヤ

（10Cr-10Ni）の 3 種を用いた。それぞれのすみ肉溶接金
属の化学成分例を表 1 に示す。
1. 2　溶接方法
　板厚2.3～3.6 mm，幅85 mm，長さ300 mmの鋼板によ
る重ね継手に対し，80%Ar-20%CO2を用いるマグ溶接を
行った。試験板形状を図 1 に示す。図 1 に示すとおり，
試験板の拘束は板状の拘束ジグを 3 箇所のクランプで上

重ねすみ肉溶接継手の残留応力特性に及ぼす諸因子の影響
Investigation of Influential Factors for Residual Stress Characteristics of 
Fillet Welded Lap Joints

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

（論文）

A systematic study has been conducted on the characteristics of residual stress in fillet welded lap 
joints of steel sheet. The study was conducted under varied conditions of steel types, sheet thickness 
and welding wires (with different transformation temperatures). The results show that, under the 
simulated welding conditions (with a constant deposition rate), the transverse residual stress at the 
weld toe, which is considered to be important for fatigue strength, is scarcely affected by the type of 
steel or by the thickness and becomes increasingly compressive for wires with a lower transformation 
temperature. Fatigue tests have also been conducted to investigate the influence of residual stress on 
the fatigue properties.
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図 1  試験体形状と温度測定位置
Fig. 1  Shape and dimensions of testing plate and temperature 

measuring points

表 1  溶接金属の化学成分
Table 1  Chemical compositions of weld metals
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から押さえる方法とした。この拘束は溶接開始から 3 分
後に外した。
　各溶接材料について表 2 に示す溶接条件とし，繰返し
数は 2 として溶接を実施した。Test No. 1 ，2 ，3 ，6 ，
7 は，実施工を想定し溶着量が一定となるように電流と
電圧とを調整した。Test No. 1 ，4 ，5 については実施
工を想定し，下板の板厚に対する溶込み深さの割合を
40%程度となるように電流と電圧とを調整した。
1. 3　温度測定
　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測定を行った。図 1 に示すとお
り，測定位置は試験板中央とし，上板は板端部から
4 mm，下板は上板端部から 6 mmと 8 mmの計 3 か所
とした。測定にはメモリハイコーダおよび素線径
0.32 mmのK熱電対（ガラス繊維被覆）を用いた。
1. 4　有限要素法解析
　残留応力分布を明らかにするため，有限要素法解析を
行った。解析ソフトは「Quick Welder（㈱計算力学研
究センター）」を使用した。解析モデルは実験で使用し
た試験体と同じ形状の 3 次元モデルとした（図 2 ）。モ
デル上での拘束は，実験と同じ位置で角変形方向に完全
拘束し，拘束時間も実験と同じ 3 分とした。その他解析
条件は表 3 のとおりである。物性値には温度依存性を考
慮した参照値 8 ）および実測値を用いた。ただし，温度
に対する変化が少ない密度およびポアソン比は，温度依
存性を無視して一定値とした。
1. 5　残留応力測定
　解析結果の妥当性を検証するため，Ｘ線回折法により
残留応力を実測した。試験板中央のビード止端部から
0.5 mm，1.5 mm，2.5 mmの計 3 点を測定位置とした。
重ねすみ肉溶接継手における疲労破壊は，応力集中部で
ある溶接金属止端部が起点となるのが一般的であり，き
裂の開口に寄与する残留応力は，溶接線直角方向が支配
的となる。このため，測定方向は溶接線直角方向（σy）
とした。また，測定面には電解研磨処理（深さ約200μm）
を行い，表面の加工ひずみを除去した。残留応力の測定
方法は日本材料学会のX線応力測定法標準に準拠し
た 9 ）～11）。測定条件を表 4 に示す。

1. 6　平面曲げ疲労試験
　重ねすみ肉溶接継手から図 3 に示す形状の試験片を
切り出して疲労試験に供した 7 ）。曲げ変位一定型の平面
曲げ疲労試験機を用いて，室温，大気中，周波数25 Hz

（1,500 cpm），初期応力比R=－ 1 で疲労試験を実施し
た。変位一定型の試験であるため，き裂が発生すると設
定荷重以下での試験が継続することになる。本試験で
は，設定荷重に対して50%まで荷重が減衰したところで
試験機が停止するように設定した。また，繰返し数 2 ×
10 6 回を疲労限度と定義して試験を終了した。

2 ．結果および考察

2. 1　実験値と解析値の比較
　溶接継手から得られたマクロ写真を元に解析モデルを
作成した。溶接時の温度測定結果と解析結果の代表例と

表 2  溶接条件
Table 2  Welding conditions

図 2  解析モデル
Fig. 2  Analytical model

表 3  解析条件
Table 3  Analysis conditions

表 4  残留応力測定条件
Table 4  X-ray stress measurement conditions

図 3  平面曲げ疲労試験片
Fig. 3  Specimen for plate bending fatigue test
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して，Test No. 2 の結果を図 4 に示す。3 か所の温度測
定位置において，実測値と解析値は良い一致を示してい
る。Test No. 2 以外の条件においても，入熱効率を70～
80%の間で調整した測定結果と解析結果で良い一致を示
した。
　図 5 に溶接線直角方向の残留応力（σy）を示す。解
析における溶接線直角方向の残留応力は，止端部から離
れた点から止端部へ近づくにつれて圧縮となっている。

実験値を確認すると止端部近傍においては解析と同様の
傾向となりよく一致している。また，疲労強度に影響の
ある止端近傍の残留応力の詳細分布が解析結果により得
られる。したがって，以降は解析結果で考察することと
する。
2. 2　鋼種と残留応力の関係（図 5（a））
　溶接線直角方向の止端部残留応力は，鋼板強度によら
ず－20～－50MPa程度で大きな差はない。板厚 2 mm
について同様の実験が行われた例では，高強度鋼板ほど
止端部は圧縮残留応力が大きく，HT590とHT780とで
は150MPa程度の差があると報告されている 5 ）。今回の
結果では，HT780がHT590に比べて圧縮残留応力が大
きいが，その差は30MPa程度であった。既報 5 ）の断面
マクロ写真において，HT590とHT780では下板への溶
込み深さが異なっている。本実験では溶接条件を管理し
ており，溶接金属は鋼板の強度に関わらず同様の形状を
示している。溶着金属量の異なる既報 5 ）では，止端部
の残留応力に影響を与える溶接金属の収縮量や温度履歴
がHT590とHT780で異なる。このように，鋼種以外の
影響も加わっていた可能性があり，今回の結果と異なっ
たと推察する。板厚2.9 mmで実施工を想定した溶着量

図 5  溶接線直角方向の残留応力
Fig. 5  Transverse residual stress

図 4  温度実測と解析の比較（Test No. 2 ）
Fig. 4  Comparison of temperature transitions between measurement 

and analysis (Test No. 2 )
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が一定となる場合には，鋼板強度によって止端部の残留
応力は大きく変わらないといえる。　
2. 3　板厚と残留応力の関係（図 5（b））
　板厚2.3～3.6 mmの範囲では，溶接線直角方向の止端
部残留応力は－25～－45 MPa程度で，板厚による残留
応力の明確な差はなかった。一般的に，板厚が厚くなる
ほど溶接時の拘束は強くなり，残留応力は高くなる。し
かし，板厚2.3～3.6 mmという狭い範囲において，板厚
に対する溶込み深さの割合が一定であれば，板厚の影響
はほぼないということが分かった。
2. 4　溶接ワイヤと残留応力の関係（図 5（c））
　溶接ワイヤによって溶接線直角方向の止端部残留応力
に明確な差が生じた。10Cr-10Niソリッドワイヤ，高C
フラックス入りワイヤ，軟鋼ソリッドワイヤでマルテン
サイト変態点および変態による膨張量が異なるためと考
えられる。
　変態点測定装置で冷却速度40℃／sで測定した溶接金
属の伸び－温度曲線を図 6 に示す。軟鋼ソリッドワイヤ
でも，変態による膨張で引張応力を緩和することになる
が，変態点が高いため再び収縮しはじめる温度も高く，
変態による膨張効果が室温付近で得られない。低変態温
度溶接材料では，変態温度が低いため膨張による引張応
力の緩和および圧縮応力の付与の効果が室温付近まで継
続する。変態開始温度は10Cr-10Niソリッドワイヤで388

℃，高Cフラックス入りワイヤで403℃である。このよ
うに，変態開始温度に大きな差はないが，膨張量（伸び
量）が異なる。変態膨張による圧縮残留応力付与の効果
は，膨張の大きい10Cr-10Niソリッドワイヤの方が勝る。
今回の結果は，変態点が低く膨張量の大きいワイヤほ
ど，止端部近傍の残留応力は圧縮となっており，過去の
低変態温度溶接材料に関する研究報告と一致してい
る 4 ）。
　板厚内部の残留応力分布を図 7 に示す。変態点が低く
膨張量の大きい材料ほど，溶接金属内部および止端部近
傍に圧縮残留応力が広がっていく傾向が確認できる。低
変態温度溶接材料を用いたビードオンプレート溶接に関
する解析では，溶接金属内部に圧縮残留応力が広く分布
しているとの報告があり12），今回の結果と一致してい
る。本試験においては，変態点を 3 段階で変えた試験を
行った。これにより，溶接金属内部の圧縮残留応力分布
の範囲が，変態開始点および変態終了点が低く，かつ膨
張量が大きくなるほど広がっていくことを示した。
2. 5　残留応力と疲労強度の関係
　薄板のマグ溶接継手において，疲労強度に関係する溶
接線直角方向の残留応力は，溶接ワイヤの種類により大

図 6  温度－伸び曲線
Fig. 6  Temperature-Dilatation curve

図 8  断面マクロ観察
Fig. 8  Cross-sectional macrographs

図 7  溶接線直角方向の残留応力分布
Fig. 7  Cross-sectional distributions of transverse stresses
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きな影響を受けることが前節までの結果で分かった。そ
こで，軟鋼ソリッドワイヤと10Cr-10Niソリッドワイヤ
における残留応力の差が疲労寿命に影響を及ぼすかにつ
いてを疲労試験で検証した。
　具体的には，表 2 の条件で作製した重ねすみ肉溶接継
手から試験片を採取し，平面曲げ疲労試験を行った。作
製した重ねすみ肉溶接継手の断面マクロ写真を図 8 に
示す。この断面マクロ写真から止端形状を測定し，フラ
ンク角および曲率半径を求めた。また，次式13）を用い
て応力集中係数Kt を算出した（表 5 ）。

　Kt：応力集中係数
　θ：フランク角（rad）
　ρ ：曲率半径（mm）
　T：重ね部の板厚（mm）
　t：下板の板厚（mm）
　h：溶接金属の高さ（mm）
　応力集中係数は軟鋼ソリッドワイヤで1.8，10Cr-10Ni
ソリッドワイヤで1.3となっており，10Cr-10Niソリッド
ワイヤが若干低い結果となった。応力集中を見ると疲労
強度に対し10Cr-10Niが優位である。
　平面曲げ疲労試験結果を図 9 に示す。軟鋼ソリッドワ
イヤと比較して，10Cr-10Niソリッドワイヤは全域にわ
たって高寿命側となった。10Cr-10Niの圧縮残留応力が
効果的に作用したと推察できる結果ではあるが，溶接金

属止端形状による応力集中の影響も含まれる。したがっ
て，今回の結果だけでは，10Cr-10Niソリッドワイヤの
圧縮残留応力がどの程度疲労強度向上に寄与したか判断
できない。しかし，種々の溶接条件で止端形状を管理し
た評価をすることで，残留応力の寄与率を定量化するこ
とも可能だと考える。

むすび＝薄板のマグ溶接における残留応力特性につい
て，理論および実験により，鋼種・板厚・溶接ワイヤに
よる影響を系統的に調査して以下の結果を得た。

（ 1 ）薄板の重ねすみ肉溶接継手において，疲労強度で
重要視される溶接線直角方向止端部の残留応力は，実施
工を想定した本テストにおいて，鋼種と板厚の影響はあ
まりなかった。また，変態点が低く，変態膨張量の大き
いワイヤほど圧縮応力が発生した。

（ 2 ）溶接線直角方向において，鋼種の影響はわずかで
ある。高強度鋼板ほど圧縮残留応力となるものの，明確
な差は見られなかった。

（ 3 ）溶接ワイヤの影響については，変態点が低く，変
態膨張量の大きい材料ほど，溶接金属内部の圧縮残留応
力分布の範囲が広がっていた。

（ 4 ）平面曲げ疲労試験の結果，低変態温度溶接材料で
ある10Cr-10Niソリッドワイヤの適用により軟鋼ソリッ
ドワイヤより疲労強度が向上することを確認した。疲労
強度が向上した要因の一つには，止端部の圧縮残留応力
の影響があると推察される。
 
　本検討の実施にあたり，ご助言いただきました大阪大
学工学研究科の望月教授，大阪大学接合科学研究所の村
川招聘教授，堤准教授および菅客員教授に深く感謝の意
を表します。
　
参　考　文　献
1 ） 寺崎俊夫ほか. 溶接学会誌. 1982, Vol.51, No.9, p.790-796. 
2 ） 太田昭彦ほか. 溶接学会誌. 1981, Vol.50, No.2, p.161-168. 
3 ） 太田昭彦ほか. 溶接学会論文集. 2000, Vol.18, No.1, p.141-145. 
4 ）  太田昭彦ほか. 材料. 2001, Vol.50, No.10, p.1086-1090. 
5 ） 太田昭彦ほか. 溶接学会全国大会講演概要. 2002, Vol.70, p.250-

251. 
6 ） 永井卓也ほか. 溶接学会論文集. 2015, Vol.33, No.2, p.202-210．
7 ） 永井卓也ほか. 溶接学会全国大会講演概要. 2017, Vol.100, 

p.120-121. 
8 ） 日本機械学会. 伝熱工学資料. 改訂第 4 版, 1986, p.317-319．
9 ） D. Radaj. Welding Residual Stresses and Distortion. 

DVSVerlag, 2003, p.332. 
10） J. Lu. Handbook of Measurement of Residual Stresses. The 

Fairmont Press, Inc., 1996, p.49. 
11） 日本材料学会. Ｘ線残留応力測定法標準. 2002年版, p.5．
12） 久保高宏ほか. 材料とプロセス. 2000, Vol.13, No.3, p.423-426．
13） 西田正孝. 応力集中. 1967, p.47, 638.

Kt＝1＋ ・ ・tanh
1－exp 0.13＋0.65－0.9 （π－θ）T

h

1－exp －0.9 T
h
π
2

－1
1
4

4

1
3

T
t

1－

1－ρt
ρ
t

ρ
t

図 9  疲労試験結果
Fig. 9  Results of fatigue test

表 5  応力集中係数Kt
Table 5  Stress concentration factor, Kt



94 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 67 No. 1（Mar. 2018）

まえがき＝マルテンサイト組織やベイナイト組織を有す
る鉄鋼材料は，変態前のオーステナイト粒径や組織的な
特徴が強度やじん性等の機械的性質に影響を及ぼすこと
が少なくない。このため，旧オーステナイト粒界をエッ
チングで現出させて光学顕微鏡で観察する方法がこれま
で広く用いられている。しかしながら，組成によって粒
界が腐食されにくい場合や粒界と亜粒界の区別がつかな
い場合など，光学顕微鏡観察による旧オーステナイト粒
界の観察には限界がある。
　走査電子顕微鏡を用いた組織評価法の一種である
Electron Backscatter Diffraction（以下，EBSDという）
法の普及に伴い，EBSD法を用いて結晶学的に旧オース
テナイト粒界を判別する方法や，オーステナイト方位を
算出する方法が報告されるようになった 1 ）～ 5 ）。これら
の方法では，オーステナイト相とマルテンサイト相の間
に存在するKurdjumov-Sachsの関係（以下，K-S関係と
いう）またはNishiyama-Wassermanの関係（以下，N-W
関係という）など，母相と生成相の間の方位関係を仮定
し，母相であるオーステナイトの結晶方位を計算してい
る。
　これに対して，Miyamotoらは，オーステナイトとマ
ルテンサイト間の方位関係が，組成や変態温度に依存し
て最密面，最密方向ともに平行関係から数度ずれている
ことを考慮して，オーステナイト結晶方位を再構築する
新しい解析技術を開発した 6 ）～ 8 ）。この解析技術によっ
て，旧オーステナイトの結晶方位をより正確に算出する
ことが可能となり，旧オーステナイト粒界のみならず，
変態前の旧オーステナイトの組織形態を正確に知ること

ができるようになった。本稿では，このオーステナイト
結晶方位再構築解析技術を 9 ％Ni鋼共金系溶接金属の
組織解析に適用した事例を紹介する。

1 ．オーステナイト結晶方位再構築解析の概要

1. 1　K-S関係とバリアント
　マルテンサイト相と母相であるオーステナイト相の間
には，K-S関係やN-W関係など特定の結晶方位関係が存
在するが，ここでは，代表的な方位関係であるK-S関係
について述べる。K-S関係では，オーステナイト相（γ）
とマルテンサイト相（M）の間に，最密面平行（111）γ∥

（011）Mかつ最密方向平行［-101］γ∥［-1-11］Mの関係があ
る。オーステナイト相の最密面は 4 種類，各共通最密面
内での最密方向平行関係は 6 種類あるため， K-S関係で
は全部で24通りのバリアントが存在する（表 1 ）。1 個
のオーステナイト粒から生成したマルテンサイトの001
極点図の例を図 1 に示す。黒色プロットが24通りのバリ
アントの結晶方位を表している。また，バリアントがこ
のようなプロットを示す場合，このマルテンサイトの母
相であるオーステナイトの結晶方位は赤色プロットで示
した位置である。この結晶学的な原理を用いて，EBSD
測定で得られたマルテンサイトの結晶方位データから旧
オーステナイトの結晶方位を計算することができる。
1. 2　オーステナイト結晶方位再構築方法
　まず，EBSD測定した観察領域を多数の細かなメッシ
ュに分割する。以下では，各メッシュに含まれる複数の
マルテンサイト方位データより局所的なオーステナイト
方位を計算する方法を述べる。各メッシュに含まれるマ

オーステナイト結晶方位再構築解析による溶接金属のミ
クロ組織解析
Microstructure Analysis of Weld Metal by Reconstruction of Austenite 
Crystal Orientation

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

（技術資料）

This paper introduces a method of reconstructing austenite crystal orientation based on martensite 
or bainite orientation obtained by EBSD. Also introduced is a case where this method was applied to 
the microstructure analysis of the as-welded and reheated zones of a weld metal that has a similar 
composition with 9%Ni steel. The results have revealed that austenite grains are finer in the reheated 
zone, while the packet and block also being finer compared with the as-welded zone.
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ルテンサイトの結晶方位のデータセットは，メッシュ内
のi番目の測定点の方位行列Mi

BCC で表される。つぎに，
メッシュ内のオーステナイトの平均方位の決定には，オ
ーステナイトの方位行列（M FCC）とBCC／FCCの間の
方位関係の行列（V F→B）を仮定することにより，それ
ぞれのMi

BCC に対する偏差行列Di が計算される。
　　Di＝V F→B（CnM FCC）（CmMi

BCC）－ 1  …………………（ 1 ）
ここで，Cn とCm は立方晶の基本軸の変換演算行列であ
り，i番目の測定点ごとにDi の方位差（Δθi ）が最小に
なるように選択される。 
　また，1 つのメッシュ内のデータ数をNとすると，メ
ッシュ内のΔθi の平均方位差（Δθaverage）は次式で与え
られる。
　　Δθaverage＝ΣNΔθi /N  ………………………………（ 2 ）
M FCC およびV F→B は，フィッティングによってΔθaverage

が最小になるように決定される。そして，この手順を隣

接するメッシュに繰り返していくことにより，全測定領
域の旧オーステナイトの結晶方位が再構築される。

2 ．9 ％Ni鋼共金系溶接金属への適用

　溶接施工においては一般に，溶接パス数を低減するた
め，溶接入熱の増加が指向されることが多い。しかしな
がら，TIG溶接による 9 ％Ni鋼共金系溶接金属は，入
熱量が増大するにつれてじん性が低下する傾向がある。
このじん性低下の原因は原質部拡大であるといわれてい
る 9 ）。溶接金属は，凝固のまま

4 4

の粗大な母相組織が残存
する原質部と，後パスの熱影響によって逆変態が起こ
り，凝固まま

4 4

の組織が解消された再熱部からなる。入熱
量の増大は粗大な原質部の割合を増加させるため，これ
によってじん性低下をもたらすとされている。原質部拡
大時にじん性が低下するメカニズムを解明するために
は，ベイナイト／マルテンサイト組織の評価が必要と考
えられる。そこで，まず，原質部および再熱部のEBSD
測定を実施した。つぎに，前述のオーステナイト結晶方
位再構築解析を用いて，ベイナイト／マルテンサイト組
織の結晶方位からそれぞれの旧オーステナイトの結晶方
位を算出し，旧オーステナイト粒のサイズを調査した。
2. 1　9 %Ni鋼共金系溶接金属のEBSD測定 9 ），10）

　表 2 に示す成分の 9 ％Ni鋼用共金系TIGワイヤを用い，
純Arガスシールド下にて自動TIG溶接を行った。得ら
れた溶接金属の原質部および再熱部からEBSD測定用の
試料をそれぞれ切り出し，溶接方向に垂直な面において
200μm×200μmの領域を測定した。EBSD測定および
解析にはTSL社（現AMETEK社）のOIMTMを用いた。
　EBSD測定で得られた原質部および再熱部の結晶方位
マップをそれぞれ図 2（a），（b）に示す。原質部では旧
オーステナイト粒界を明瞭に認識でき，旧オーステナイ
ト粒が粗大であることが容易に推定できる。いっぽう再
熱部では，原質部ほど旧オーステナイト粒が粗大ではな
いように見えるものの，オーステナイト粒界の位置を特
定することは難しく，旧オーステナイト粒のサイズを正
確に評価することは困難である。そこで，これらの
EBSDデータに対してオーステナイト結晶方位再構築解
析を実施した。
2. 2　9 %Ni鋼共金系溶接金属のオーステナイト結晶方

位再構築解析
2. 2. 1　旧オーステナイト結晶方位の再構築
　計算によって再構築された 9 ％Ni鋼共金系溶接金属
の原質部および再熱部の旧オーステナイト結晶方位をそ
れぞれ図 3（a），（b）に示す。原質部は，図 2 のベイナ
イト／マルテンサイト組織から推定されたとおり，粗大
なオーステナイト粒であることがわかった。いっぽう，
再熱部のオーステナイト粒は，比較的粗大な粒と微細な
粒が混在した組織になっていることが明らかになった。

図 1  1 個のオーステナイト粒から生成したマルテンサイトの
001極点図の例

Fig. 1  Example of 001 pole figure of martensite formed from one 
austenite grain

表 1  K-S関係における24通りのバリアント
Table 1  24 variants in K-S orientation relationship

表 2  試験に用いたワイヤの化学成分
Table 2  Chemical composition of the test wire (mass％)
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　図 3（c），（d）は，オーステナイト方位を算出する際
のフィッティングを表すマップであり，数値は前述の式

（ 2 ）のΔθaverage を表している。フィッティング値が大き
い箇所，すなわちマップにおいて黒色で表示されている
箇所は，結晶方位マップからわかる旧オーステナイト粒
界とよく一致している。これは，旧オーステナイト粒界
の近傍では，解析領域（メッシュ）の中に結晶方位の異
なるオーステナイトから生成したマルテンサイトのバリ
アントが含まれているために，それらのバリアントから
一つのオーステナイト方位を精度良く算出することがで
きず，Δθaverage が大きくなることによる。この原理を利
用し，フィッティング値のマップを旧オーステナイト粒
界を表すマップとして便宜的に活用することもできる。
2. 2. 2　オーステナイト粒内の組織評価
　オーステナイト結晶方位再構築解析では計算過程にお
いて，各々のEBSD測定点がバリアントV1～V24のい
ずれに属するかが特定される。したがって，そのデータ

を用いて，バリアントやパケットの分布をマップとして
可視化できる。原質部および再熱部のバリアント分布を
それぞれ図 4（a），（b）に示す。原質部，再熱部のいず
れにおいても，V1とV4，V2とV5，V3とV6が対になっ
て生成していることがわかる（V7～V12，V13～V18，
V19～V24も同様）。これは，低炭素ラスマルテンサイト
に見られる特徴的な組織構成であり，互いに小角をなす
バリアントが対になって生成することが知られてい
る 2 ）。つぎに，図 4（c），（d）にパケット分布を示す。
これらの図から，原質部におけるパケットは粗大である
が，再熱部では，旧オーステナイト粒界から異なる方位
のパケットや異なるバリアントが高頻度で生成し，旧オ
ーステナイト粒内を細かく分割するようにパケットやバ
リアントが形成されていることが分かった。このこと
は，旧オーステナイト粒界からのベイナイト／マルテン
サイト核生成頻度が原質部に比べて再熱部が高いことを
示唆している。

図 3  再構築された 9 ％Ni鋼共金系溶接金属のオーステナイトの結晶方位マップ
Fig. 3  Reconstructed austenite orientation maps of the 9 % Ni steel similar composition weld metal

図 2  9 ％Ni鋼共金系溶接金属の結晶方位マップ
Fig. 2  Orientation maps of the 9 % Ni steel similar composition weld metal
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むすび＝ 9 ％Ni鋼共金系溶接金属の組織解析にオース
テナイト結晶方位再構築解析技術を適用した事例を紹介
した。本解析技術は，9 Cr鋼などベイナイト／マルテン
サイト組織を持つ他の溶接金属の組織解析にも適用可能
である。今後，溶接金属の材料設計や機械的性質のメカ
ニズム解明に活用できるものと期待される。
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図 4  9 ％Ni鋼共金系溶接金属のバリアントおよびパケットの分布
Fig. 4  Variant and packet distribution maps of the 9 % Ni steel similar composition weld metal
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まえがき＝地球環境保護の観点から二酸化炭素の排出制
限の規制が各国で厳しくなってきており，自動車をはじ
めとする輸送機器における軽量化の要求は年々高まって
いる。いっぽう，自動車に求められる安全性に関する基
準も一層厳しくなり，搭乗者や歩行者に対する被害の軽
減が求められ，補強部材の追加など重量増の要因となっ
ている。
　これらの相反する要求を満たすべく，必要な性能に対
して最適な材料を用いるマルチマテリアル設計が指向さ
れつつある。具体的には，最も使用されている軟鋼や高
張力鋼に加え，さらに高強度化した超ハイテン鋼やホッ
トスタンプ用鋼，密度が小さい非鉄材料としてアルミニ
ウム合金，マグネシウム合金やCFRP（Carbon Fiber 
Reinforced Plastic）などが挙げられる。
　ここに挙げた様々な素材を成形加工した後には，ほぼ
接合の工程が必要となる。しかし，異材接合は非常に難
しいことが多い。例えば，最も多い組み合わせとして鋼
とアルミニウム合金を接合しようとする場合，溶融接合
法ではFeとAlの金属間化合物が生成し，その性質が極
めて脆（もろ）いため溶接部がはがれやすく，事実上溶
接が不可能であることは良く知られている。
　この問題に対し，アルミニウム合金側は溶接材料と溶
融接合させ，鋼とアルミニウム合金間は溶接材料と溶け
あうことのない“ろう付”を行うレーザブレージング溶
接 1 ），2 ）や，溶接入熱の制御により金属間化合物の厚さ
を制御し抵抗スポット溶接を行う方法 3 ）などの報告が
ある。しかしながら，これらの技術は接合条件範囲の狭
さなどの問題から実用化には至っていない。
　いっぽう，固相接合は溶融溶接と異なり金属間化合物
が生成しにくいため，一定の性能を持つ継手を形成する
ことができる 4 ）。自動車において実用化されている固相

接 合 の 異 材 接 合 技 術 と し て，FSW（Friction Stir 
Welding）がある。点溶接形のFSWはトランクリッド
への適用例 5 ）がある。また，線溶接形のFSWでは足回
り部材のサブフレームへの適用例 6 ）がある。このよう
に，固相接合を適用することで鋼とアルミニウム合金を
接合することは可能である。しかし，そのためには高度
な圧力制御が必要となり，製品を組み立てる際の部品形
状や精度の工業的なばらつきを考慮に入れて施工するこ
とは困難を伴う。
　このように国内では異材の直接接合が指向されている
のに対し，欧州を中心に広がりを見せているのが，リベ
ットなどの鋲（びょう）を用いる機械締結による接合技
術 で あ る。 代 表 的 な 技 術 で あ るSPR（Self-Pierce 
Riveting）をはじめとして様々な種類が実用化されてき
ている。本報では異種金属接合用機械締結法の技術につ
いて調査した結果を述べる。

1 ．異種金属機械締結法の種類

　異種金属を締結する最もシンプルな手段は，被接合体
である鋼やアルミニウム合金の両者を鋲でかしめること
である。また，別の手段として，アルミニウム合金をか
しめた鋼製の鋲と鋼板材を溶接・接合するという方法が
ある。
1. 1　SPR（Self-Pierce Riveting）
　SPRは最も一般的な機械締結法であり，自動車におい
ては異材接合部だけでなく，アルミニウム合金同士の接
合にも適用される方法である。フランジが付いた管状の
リベット（図 1（a））を反対側にダイスをセットした状
態で重ねた継手に対して圧力を加えて打ち込み，板厚内
部で塑性変形させ，板同士がリベットを介してかしめら
れる機構である（図 1（b））。従来は，打込荷重の不足

一般的な異種金属接合法の種類と比較
Comparison of Methods for Joining Dissimilar Metals

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

（解説）

The regulations on carbon dioxide emissions have become increasingly stringent to protect the 
environment, and efforts are being made to further reduce the weight of automobiles. Multi-material 
structures are being increasingly employed in European and other countries as a way of realizing 
weight reduction, and various technologies are being used for joining dissimilar metals. Hence, we 
conducted a comparative study on several dissimilar-material joining methods in practical use, namely, 
SPR, Tuk-Rivet®, FDS®, RIVTAC® and EJOWELD®. The results have revealed that these methods 
have differences in types of materials and the application range of the strength class, as well as in their 
joining performance.
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でリベットを十分に打ち込めなかったり，リベットが高
強度材料に対して座屈したりするため，590MPa級鋼を
超える高強度の材料には適用できない短所があった。し
かし近年は改良され，980MPa級鋼やそれを超える強度
の材料にも適用されるようになってきている。
1. 2　Tuk-Rivet® 注 1 ）

　SPRの打込部が管状であるのに対し，中実の円柱にフ
ランジが付いた形状をした鋲（図 2（a））を打ち込むの
がTuk-Rivet®である。SPRと同様に自己せん孔型のリ
ベットであるため，中実リベットのSPRとして分類さ
れることもある。本リベットは継手素材を打ち抜いた
後，その場所に鋲を置換するような構造となる（図 2

（b））。そのため，リベットにはねじのような溝が施さ
れている場合が多く，その形状によって板との間でかし
め構造を形成して接合する。打込側およびその反対側に
おいても板面に対してフラットな状態とすることができ
るため，ルーフやピラーの周辺などの美観が求められる
箇所に用いられることが多い。
1. 3　FDS® 注 2 ）（Flow Drilling Screw） 
　SPRやTuk-Rivet®は継手の表裏からはさみ込む，い
わゆる両面アクセス法である。これに対して図 3 に示す
FDS®は，裏側にツールを侵入させる必要がない，いわ
ゆる片面アクセスの施工法である。そのため，被接合部
材が角材やパイプのような閉断面部材でも適用可能であ
る。鋲はねじのような形状の鋲を回転させながら挿入
し，完全に貫通させて締結させる。上板が高張力鋼の場
合は板を貫通させることが困難となるため，あらかじめ
穴を開けておいて施工する。SPRと同様，比較的汎用的
な施工法として知られており，異材だけではなくアルミ
ニウム合金同士の接合にも用いられる。
1. 4　ImpAcT（Impulse Accelerated Tacking）
　メルセデスベンツで採用されたことで知られるように
なった技術であり10），商品名のRIVTAC® 注 3 ）の名でも

周知されている。鋲は釘（くぎ）とほぼ同様な形状とな
っている（図 4（a））。施工法としても回転させることな
く打ち込むだけというシンプルなものである（図 4

（b））。FDS®と同様に片面施工が特長であり，高速で打
ち込むことから施工時間も比較的短く高能率となってい
る。また，超高張力鋼にも打ち込むことが可能で，あら
かじめ穴を開ける必要はなく，材料や強度の観点では適
用範囲が広い。ただし，大きな打撃音の発生が短所とさ
れる。
1. 5　FEW（Friction Element Welding）
　エジョット社の開発したEJOWELD® 注 4 ））はAudiの
Q7に初めて採用されたことで知られる技術である12）。
施工法は 2 種類（図 5 ）あり，一つは，フランジに円柱
状の軸が付与された鋼製のリベットを回転させながら上
板のアルミニウム合金に圧入させ，下板の鋼板面に接合
する両面アクセス法（CFF）である。もう一つは，先
端が釘のようにとがっているリベットを回転させながら
上板のアルミニウム合金および下板の鋼板を貫通させ，
リベット軸の周囲と鋼板を接合させる片面アクセス法

（CFP）である。リベットと下板鋼板の接合原理は摩擦
圧接と同様であり，金属結合による接合となっているこ

脚注 1 ） Tuk-Rivet®はKerb-Konus-Vertriebs-GmbHの登録商標で
ある。

脚注 2 ）FDS®はEJOT GmbH & Co. KGの登録商標である。

脚注 3 ） RIVTAC®はBöllhoff Automation GmbHの登録商標であ
る。

脚注 4 ）EJOWELD®はEJOT GmbH & Co. KGの登録商標である。

図 2  Tuk-Rivet® 8 ）

Fig. 2  Tuk-Rivet® 8 ）

図 1  SPR （Self-Pierce Riveting）
Fig. 1  SPR （Self-Pierce Riveting）

図 5  FEW（Friction Element Welding）13）

Fig. 5  FEW （Friction Element Welding）13）

図 4  RIVTAC®11）

Fig. 4  RIVTAC®11）

図 3  FDS®（Flow Drilling Screw）9 ）

Fig. 3  FDS® （ Flow Drilling Screw）9 ）
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とから，接合部の強度は高い。なお，上板がアルミニウ
ム合金の場合は予備穴なしで接合できるが，樹脂の場合
はあらかじめ穴を開けておく必要がある。

2 ．各接合法の比較試験とその条件

　各接合法の接合性能を把握するため，同一基準で継手
を作製し，強度などの試験を行った。
2. 1　接合方法
　接合方法は，SPR，Tuk-Rivet®，FDS®，RIVTAC®，
EJOWELD® CFF，CFPの 6 種類とした。
2. 2　継手種類
　表 1 に継手種類を示す。アルミニウム合金はAA6022-T4
とし，1 水準だけ（No. 1 ）板厚を1.2 mmとし，それ以
外 の 板 厚 は2.0 mmと し た。 鋼 は 母 材 の 引 張 強 さ が
590MPa級，980 MPa級，1,500 MPa級の 3 水準とし，
それらを組合せた。SPR，Tuk-Rivet®，およびFDS®

は軸径が同一のφ5 mmの鋲を選定した。RIVTAC®，
EJOWELD® CFF，およびCFPはサイズが 1 種類であ
り，それぞれφ3 mm，φ4.55 mm，φ3.2～3.4 mm（テ
ーパ状）である。また，鋲の材質やダイスの形状などは
被接合部材に応じて選定した。また，一部，接着材を併
用した場合に継手に及ぼす影響を調査するため，No. 2
の条件と板組は同じで接着材を併用した条件No. 3 を実
施 し た。 な お， 接 着 剤 は エ ポ キ シ 系 のDOW製
BETAMATETM1630を用い，鋲を中心にφ40 mmの円
弧状に塗布し，その後150℃まで昇温して固化させた。

2. 3　評価項目
　作製した継手に対して，断面マクロ試験（JIS Z 
3139），引張せん断試験（JIS Z 3136），および十字引張
試験（JIS Z 3137）を行った。これらは抵抗スポット溶
接では基本的な評価方法であり，同様の評価を行うこと
とした。

3 ．各接合法の比較試験結果

3. 1　施工性
　すべての接合方法の施工結果を表 2 に示す。SPRは
今回行った条件では，上板が鋼の場合980MPa級まで接
合が可能であったが，下板が鋼の場合980MPa級は鋲が
下板に十分に刺さらず締結することができなかった。
　Tuk-Rivet®はほとんどの条件で施工することが可能
であった。しかしながら，下板に鋼を配置した場合は鋲
と鋼板間でかしめがなされていないことが，後述する断
面マクロ試験で分かった。
　FDS®は，下板が鋼の場合590MPa級まで締結可能で
あったが，980MPaを超える材料については鋲が材料を
貫通することができず，締結することができなかった。
いっぽう，上板が鋼の場合，鋲が上板を貫通するときに
発生するバリを抑えることが困難であった。そのため，
あらかじめ上板に穴を開けた状態で接合し，すべての種
類の継手について試験体を作製した。
　RIVTAC®は今回行ったすべての条件で施工が可能で
あった。ただし，1500 MPa級鋼を施工した場合は火花

表 2  施工性の評価結果
Table 2  Evaluation results of each methods

表 1  継手種類
Table 1  Joint type
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が散るのが目視で確認された。
　EJOWELD® CFFは，基本的に下板が鋼の継手でし
か使用できない工法であり，今回行った範囲ではすべて
の継手で施工が可能であった。いっぽう，CFPについ
てはNo. 1 およびNo. 2 しか接合できなかった。これら
の結果より，施工条件の特徴によって適用可能な継手種
類が異なることを確認した。
3. 2　断面マクロ試験
　No. 2 の各接合方法の断面マクロ試験結果を図 6 に示
す。なお，図 6（c），（e），（f）はピクリン酸アルコール
でエッチングを施しているが，それ以外はエッチングな
しで観察している。
　図 6（a）のSPRは，鋲のフランジ部が板表面まで打
ち込まれているうえに，鋲の脚が下板にささっているこ
とが確認でき，理想的な結合状態になっている。図 6

（b）のTuk-Rivet®はフランジ部が板表面まで打ち込ま
れているものの，鋲のねじ部と下板の鋼との間にすき間
があり，その間のかしめ状態が十分ではない。図 6（c）
のFDS®は上板のアルミニウム合金が塑性流動によって
穴部にねじ山を形成し，相互にかみ合った状態になって
いる。しかし，鋼板側についてはTuk-Rivet®と同様に
鋲のねじ部と下板の鋼の間にすき間がある状態になって
おり，かしめ状態が不十分となっている。図 6（d）の
RIVTAC®はそのフランジ内部の脚部が上板のアルミニ
ウム合金に十分に接触した状態になっている。また，リ
ベットが貫通した部分に板が盛りあがって王冠状を呈
し，理想的なかしめ状態となっている。図 6（e）の
EJOWELD® CFFは，鋲のフランジ内部に上板のアル
ミニウム合金が塑性流動して入り込んだ状態になってい
る。また，鋲と鋼の界面には不連続部のない健全な接合
界面が得られていることが確認できる。いっぽう，図 6

（f）のEJOWELD® CFPは，鋲と板との間の接合界面に
一部不連続部が観察されており，それは継手強度に影響
を及ぼすものと考えられる。
3. 3　継手引張試験
3. 3. 1　継手強度の比較
　引張せん断試験および十字引張試験結果の一部（表 1
に示した継手種類のNo. 2 ，No. 5 ，No. 7 ）を図 7 およ
び図 8 に示す。なお，引張せん断強さおよび十字引張強
さの値は，No. 2 のSPRの値を“1.0”とした相対値である。
　SPRは，下板が590 MPa級鋼では健全な継手が得られ
たが，それ以外の鋼種についてはリベットが十分に刺さ
らなかったため省略している。いっぽう，上板が鋼の場
合は980 MPa級鋼まで接合ができている。破断位置はす
べて下板からリベットが外れている。引張せん断強さ
は，下板がアルミニウム合金の場合の方が逆板組の場合
よりも大きい。したがって，リベットは下板がアルミニ
ウム合金の場合により強固にかしめられていると推測さ
れる。また，十字引張強さも同様に，下板からリベット
がはずれる破断形態となっているものの，引張せん断試
験結果と異なり，上下の板の組み合せの影響をあまり受
けない。
　Tuk-Rivet®，RIVTAC®はSPRと比べるとやや強度

図 8  十字引張試験結果
Fig. 8  Results of cross tension test

図 7  引張せん断試験結果
Fig. 7  Results of tensile shear strength test

図 6  各継手の断面マクロ試験（No. 2 ）
Fig. 6  Macrostructure of each joining （No. 2 ）
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が低い傾向があるが，多くの継手で安定した強度が得ら
れていることがわかる。
FDS®は一部の条件で施工できないものの，接合されて
いる場合の継手強度は他の接合法に比べ高い結果となっ
ている。その原因としては，図 6 に示した断面マクロ試
験からも分かるように，今回用いた鋲の中ではFDS®の
鋲サイズが最も大きいことが挙げられる。鋲のフランジ
部が大きく上板への抑えが効いているうえ，軸径も比較
的大きく鋲が破壊しにくいと考えられる。
　EJOWELD® CFFは下板が鋼であるという制約があ
るものの，鋼板強度にかかわらず高い継手強度が得られ
ている。なお，破断形態は接合界面以外が破断箇所とな
る，いわゆるプラグ破断となっており，安定した継手強
度が得られた要因と考えられる。
　EJOWELD® CFPは，今回試験した中では下板が
590 MPa級の場合だけ施工することができ，SPRと比べ
て引張せん断強さはほぼ同じ，十字引張強さはやや低い
値となっている。
3. 3. 2　破断形態
　継手強度試験の破断形態としては大きく 3 種類あり，
①母材破断，②鋲抜け，③鋲破断に分けられる。一例と
してSPRにおける継手強度試験の破断形態を表 3 に示
す。今回の試験においては，母材破断形態はNo. 1 の条
件でみられた。No. 1 の条件はアルミニウム合金が薄く
母材の強度が低い。そのため，鋲の板へのかしめ強度よ
り母材強度が低く，鋲周辺の母材部が塑性変形して破断

に至っている。いっぽう，ほとんどの試験片は下板から
鋲が抜ける破断形態であった。SPRやTuk-Rivet®は下
板に鋲が差し込まれている量（深さ）で強度が決まると
いわれており，十字引張試験の一部で，鋲破断がみられ
た。これは，鋲が十分に下板にかしめられていたため，
このような破断形態になったと思われる。
3. 3. 3　接着剤との併用効果
　鋼とアルミニウム合金においては，お互いが接触して
いると電位差が生じて腐食が進むことが知られている。
そのため，実際に異材接合を行う場合には，これを防止
するために鋼とアルミニウム合金との間に緩衝機能や水
密性を得るために接着剤を使用する場合がある。接着剤
は当然継手強度にも大きく寄与し，機械締結法に併用す
ることで自動車全体の剛性を高め，快適な乗り心地を実
現させる効果があるとされる。
　図 9 にTuk-Rivet®とRIVTAC®に接着剤を併用した
場合と併用しない場合の引張せん断試験結果を示す。い
ずれの接合方法でも接着剤を併用した継手強度が大きく
向上している。このときのRIVTAC®の引張せん断試験
のストローク－試験力線図をみると，弾性域と考えられ
る直線が現れた後、塑性域と思われる曲線が現れ、接着
剤が破断する。これは，接着剤を併用した場合は構造用
接着剤のせん断試験のひずみ－応力線図と同様である。
その後，RIVTAC®の強度試験結果を示す曲線が現れた
後に破断する。今回用いた接着剤が比較的硬く伸びが低
いため，このような現象になったものと考えられる。

図 9  引張せん断試験結果
Fig. 9  Results of tensile shear strength test 

表 3  継手強度試験の破断形態
Table 3  Failure modes of joint strength tests
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むすび＝自動車の軽量化技術の一つとして，異材接合技
術の種類およびその特徴について述べた。今回紹介した
ものはいずれも自動車へ実際に適用されている技術であ
り，それぞれの長所・短所を考慮して，適材適所で適用
されている。現在，欧米で自動車のマルチマテリアル化
は進んでいるが，今後は国内でも広がっていくと考えら
れる。その際に，今回紹介した内容が理解の一助になれ
ば幸いである。
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まえがき＝近年，自動車の排出ガス削減のための軽量化
を目的として，高強度鋼板および軽量素材のアルミニウ
ム合金（以下，アルミ合金という）などを適材適所に配
置するマルチマテリアル構造の研究と実用化が加速して
いる。車体のマルチマテリアル化を推進するためには，
鋼板－アルミ合金などの異種金属の接合を達成する必要
がある。しかし，鋼とアルミ合金の融点，熱伝導率，腐
食電位など物性値の差異が大きいほか，汎用の抵抗スポ
ットやアーク溶接などの溶融溶接では脆（もろ）い金属
間化合物が生成するため，鋼板－アルミ合金の接合が難
しいとされる。現状では，セルフピアスリベット（SPR）
やメカニカルクリンチなどの機械的接合法が用いられて
いるが，大幅なコスト増，生産上の制約などの問題があ
る。そこで当社は，アーク溶接や溶接材料の既存技術を
活かした新しい異種金属接合法としてエレメントアーク
スポット溶接法（Element Arc Spot Welding，以下，
EASWという）を発案した。本稿では，EASWの接合

メカニズムおよび継手強度などの基本特性を紹介す
る 1 ）～ 3 ）。

1 ．EASWのメカニズム

　EASWのメカニズムを図 1 に示す。アルミ合金を上
板，鋼板を下板とし，かつ上板には予備加工穴を設けて
おく。挿入部がこの穴に収まる外径，かつ中空となって
いる形状のフランジ付鋼製リベット（以下，エレメント
という）をはめ込む。つづいて，エレメント内の中空部
にアーク溶接法によって溶融した溶接材料を鋳込む。す
なわち，片側からアークスポット溶接することで，エレ
メントと下板鋼板が強固に溶接される。このとき，上板
のアルミ合金板は嵌合（かんごう）状態となって接合体
が形成される。溶接条件を制御して，溶接金属が鋼板裏
側に少し出る状態にするのが望ましい。
　EASWは高熱を発生するアーク溶接を利用した接合
法であるが，アルミ合金は全く溶融しないため，金属間

異種金属接合法「エレメントアークスポット溶接法」
Dissimilar Metal Joining Process – Element Arc Spot Welding

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

（解説）

Dissimilar metal joining between aluminum and steel has mainly been performed mechanically; 
however, the mechanical methods have problems such as production constraints. Hence, we have 
proposed element arc spot welding (EASW) as a new method for dissimilar metal joining. The new 
method comprises inserting a hollow steel element (rivet) into a hole in an aluminum upper plate, after 
which, the molten filler metal is deposited by arc welding in the hollow part of the element; that is, the 
element and the lower steel sheet are firmly welded, while the upper aluminum-alloy sheet is tightly 
held between them. Thanks to the features of the joining mechanism, there is no restriction on the 
strength of the steel plate. The method is also applicable to members with closed cross sections. Using 
appropriate elements and welding wires, EASW can assure joint strength equal to or higher than that 
of mechanical joining. It also enables welding in all positions and allows gaps up to approximately 1mm.

陳　亮＊1

Liang	CHEN
鈴木励一＊1（博士（工学））

Dr.	Reiichi	SUZUKI

＊ 1  技術開発本部　自動車ソリューションセンター

図 1  EASWのメカニズム
Fig. 1  Mechanism of EASW
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化合物を生成することがない。なお，エレメントは，板
厚や接合強度要求に応じて最適な設計が可能である。溶
接作業に要する時間は板厚に強く影響を受けるが，おお
むね0.5～1.5秒程度である。
　EASWは機械接合法のように鋼板を塑性変形，ある
いは貫通させる必要がなく，高温のアーク熱を利用して
鋼板を溶かすことによって溶接継手が形成できる。この
ため，理論的に適用できる鋼板強度には制限がない。ま
た，上下板の両側からアクセスして加圧する必要がな
い。すなわち，片側アクセスの接合法として，図 2 に示
すように開断面構造の部品だけではなく，閉断面構造の
部品にも適用できるという特長がある。

2 ．EASWの継手強度特性

　EASWの継手強度は，JIS Z 3136に準拠した引張せん
断試験とJIS Z 3137に準拠した十字引張試験を適用して
検討した。
2. 1　EASW溶接継手の破断機構の検討
　EASW溶接継手の構造上の特徴および継手強度試験
時に受ける応力状態の分析に基づき，溶接継手の破断機
構を説明する。まず，引張せん断試験において，図 3 の
引張せん断試験片の模式図に示すように，ナゲット（溶
接金属）の右側は予備穴右側のアルミ合金板に引張られ，
せん断力（P）と曲げモーメント（M）を受ける。した
がって，破壊開始位置は，①下板（鋼板）右側の熱影響
部（以下，HAZという），②溶接金属，あるいは③予備
穴右側のアルミ合金板が破壊することが考えられる。す
なわち，溶接金属の強度が低い，あるいは溶接金属径（抵
抗スポット溶接法のナゲット径に相当）が小さい場合，
溶接金属が破断しやすい。また，アルミ合金板の強度が
低い，あるいはその板厚が薄い場合にはアルミ合金板が
破断しやすい。これら以外の場合は下板HAZが破断す
ると考えられる。
　いっぽう，十字引張試験では，試験片上板の長手方向

断面模式図（図 4 上段）に示すように，上板のアルミ合
金板上両端に作用する力（P）によって，エレメントの
フランジ部はせん断力（Q）と曲げモーメント（M）を
受ける。このため，エレメントのフランジ部が薄くて強
度が低い場合や，受ける曲げモーメントが大きい場合に
は①エレメントのフランジ部が破断する可能性がある。
あるいは，アルミ合金板が薄くて強度が低い場合は②ア
ルミ合金板がエレメントのフランジ部によって破断され
る場合もある。
　また，下板の長手方向を断面とした模式図（図 4 下段）
に示すように，十字引張試験では下板の鋼板は，溶接ボ
ンド部近辺に最大の曲げモーメントを受けて塑性変形し
ていると考えられる。このため，溶接金属の強度が低い
場合は③溶接金属部が破断するが，下板HAZ部の硬さ
が高く，伸びが小さい場合は④下板HAZ部，または溶
接ボンド部が破断しやすいと考える。
2. 2　溶接ワイヤおよびエレメントの継手強度への影響
　上述のように，EASW継手のすべての構成要素であ
る上下板の材質や強度，溶接金属の強度，およびエレメ
ントの材質やサイズはEASWの継手強度に影響を及ぼ
す。
　そこで本節では，上下板の種類を固定した場合の継手
強度の試験結果を報告する。上下板の種類およびサイズ
を一定にした場合，①溶接金属の強度および②上板－下
板間の界面における溶接金属の断面積は継手強度の主な
支配要因であると思われる。さらに，①溶接金属の強度
は溶接ワイヤ，②界面における溶接金属の断面積はエレ
メントの中空穴径および溶接条件によってほぼ決まると
考えられる。エレメントについては，中空穴径のほかに，
2.1節で述べたように，材質およびフランジサイズも継
手強度に影響を及ぼす。以下に，溶接ワイヤの種類およ
びエレメントのサイズ・材質が引張せん断強度（Tensile 
Shear Strength，以下TSSという），および十字引張強

図 3  引張せん断試験片の模式図
Fig. 3  Schematic diagram of specimen for tensile shear test

図 2  開断面と閉断面構造の接合模式図
Fig. 2  Joining schematic of open/close structure

図 4  十字引張り試験片の模式図
Fig. 4  Schematic diagram of specimen for cross tensile test
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度（Cross Tensile Strength，以下CTSという）に及ぼ
す影響を調べた結果を報告する。
2. 2. 1　試験方法
　上板アルミ合金A6061（2.0 mmt）のT6熱処理材と下
板Dual Phase組織設計の980MPa級高張力鋼板（1.4 mmt，
以下980DPという）4 ），5 ）の板組において，溶接ワイヤは
JIS Z3312 YGW11（490MPa級）とJIS Z3312 G 59J 3M1T

（590MPa級）の 2 種類（φ1.2 mm）とし，エレメント
は中空穴径がφ5.0 mmとφ6.0 mm，強度が450～650MPa
級の鋼材を使用した。シールドガスは80%Ar+20%CO2

の混合ガスとし，スパッタの発生量を最低限に抑えるた
めに，溶接電源はワイヤが正送と逆送を繰り返す高精度
な送給制御モードを採用した。　
2. 2. 2　溶接ワイヤの種類およびエレメント内径の影響
　溶接ワイヤの強度クラスおよび溶接金属の界面断面積
によるTSSおよびCTSへの影響を調べた結果を図 5 に
示す。使用したエレメントのサイズも同図に記載したと
おりであり，材質はSM490A（引張強度：約550 MPa）
の 1 種類のみとした。本試験に用いた板組において，高
強度クラスワイヤのほうがTSS，CTSともに高かった。
また，エレメントの中空穴径が大きいと，溶接金属の界
面断面積も大きくなり，TSS，CTSともに高くなった。
破断位置については，490MPa級の溶接ワイヤを用いた
TSS試験片のいずれも板間界面の溶接金属（図 3 の部位
②），CTS試験片のいずれも溶接金属（図 4 の部位③）
より破断した。いっぽう，590 MPa級の溶接ワイヤを用
いたTSSとCTS試験片のいずれも鋼板HAZ部（図 3 の
部位①および図 4 の部位④）が破断した。これらの結果
から，溶接金属の強度が低い場合には溶接金属から破断
しやすく，溶接金属の強度が十分に高い場合には，下板
HAZなど他の部位から破断しやすいと推察できる。
2. 2. 3　エレメント材質による継手強度への影響
　前項の試験結果では，強度が550 MPa級の材質のエレ
メントを使用しており，いずれの試験条件においてもエ

レメントの損傷が見られなかった。本項では，材質の異
なるエレメントによる継手強度への影響を確認した。エ
レメントは中空穴径がφ6.0 mmで，強度が450 MPa級，
550 MPa級および650 MPa級の 3 種類の材質を使用し
た。溶接ワイヤはJIS Z3312 G 59J 3 M1T（590 MPa級）
の 1 種類のみとし，ほかの条件は2.2.1項と同じとした。
　各強度クラスのエレメントを用いた継手強度の試験結
果を図 6 に示す。本試験の結果からは，エレメントの強
度によるTSSへの影響が認められなかった。いっぽう，
十字引張試験では，エレメントの強度が450 MPa級と低
い場合に，エレメントのフランジ部（図 4 の部位①）が
破断してCTSも低かった。エレメントの強度が十分に
高い場合（本試験では550 MPa），破断部位は下板HAZ
部に変化し，CTSも向上した。なお，さらに高強度の
エレメント（本試験では650 MPa）を用いても， 破断は
同じく下板HAZ部と変化がなかった。すなわち，エレ
メントの強度が十分に高い場合，HAZが継手強度を支
配することから，CTSのさらなる向上につながらなか
った。
2. 2. 4　エレメントのフランジ幅の影響
　前項において，エレメント自身の強度が450MPa級と
低い場合，十字引張試験時にエレメントのフランジ部が
破断してCTSが低下することがわかった。エレメント
フランジ部の破断は，曲げモーメントによるものと考え
られる。したがって，フランジの幅によって受ける曲げ
モーメントの大きさが変わると考えられる。すなわち，
エレメントの強度クラスは同じであっても，フランジの
幅の大小によってフランジ部の変形や破断状況が変わ
り，CTSにも影響を及ぼすと考えられる。エレメント
のフランジ幅を変化させたときの継手強度の試験結果を
図 7 に示す。試験に用いたエレメントの材質はSS400

（引張強度450 MPa）で，フランジ幅が2.0～3.5 mmの 3
種類とした。フランジ幅が2.0 mmの場合は下板HAZ部
が破断したが，フランジ幅が2.7 mmと3.5 mmの場合は
エレメントのフランジ部が破断し，CTSも低かった。
さらに，フランジ幅2.7 mmと比べて，3.5 mmのほうが
CTSが低かった。これは，フランジ幅の小さいエレメ
ントは受ける曲げモーメントも小さくなるためであると
考えられる。いっぽう， TSSに対するフランジ幅の影響
は確認されなかった。十字引張試験において，エレメン
トのフランジ幅は小さいほうが高CTSになりやすいが，

図 6  エレメント強度が継手強度に及ぼす影響
Fig. 6  Effect of tensile strength of element on 

strength of joint
図 5  溶接ワイヤ種類およびエレメントの中空穴径による継手強度への影響

Fig. 5  Effect of welding wire and hole diameter of element on strength of joint
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フランジ幅が小さすぎると，アルミ合金板の塑性変形に
伴って予備穴が大きくなり，エレメントおよび溶接金属
が予備穴から抜け出る恐れがある。また，アーク熱でエ
レメントのフランジ部が全溶融し，エレメントと鋼板の
間にアルミ合金板を嵌合（かんごう）できなくなる恐れ
もある。すなわち，フランジには最適幅が存在すること
が示唆される。
2. 3　EASWと既存異材接合法との継手強度の比較
　EASWは，適切な溶接材料およびエレメントを選定
することによって既存の異材接合法より高い継手強度が
得られる。試験の一例として，アルミ合金 6 K21（当社
製 品AA6022相 当 ）2.0 mmtと980DP鋼 板1.4 mmtを 継
手構造とし，各種既存異材接合法およびEASWを用い
て得られた点接合継手のせん断引張試験および十字引張
試験結果を図 8 に示す。比較用の異材接合法はSPR（Self 
Pierce Riveting）, Tuk Rivet®, FDS®（Flow Drilling 
Screw）, ImpAcT（Impulse Accelerated Tacking）, 
FEW（Friction Element Welding）とした。これらの
リベットサイズや接合条件はメーカ推奨値とした。しか
し，SPRとFDS®は980MPa鋼板を貫通させることがで

きない，すなわち接合ができなかった。したがって本図
には，参考値として590MPa級高張力鋼板を用いた場合
の継手強度データを掲載した。摩擦抵抗やかしめ

4 4 4

構造の
みを拘束力として依存する接合法に比べ，金属結合が得
られる溶接が接合機構に含まれるEASWとFEWのTSS
および CTSが高く，とくにEASWが高い値を示した。
この理由は，同じ溶接分類においてもアーク溶接と圧接
では接合界面の健全性や溶接金属品質，入熱に違いがあ
り，剥離（はくり）強度特性にそれらが影響を及ぼすた
めと考えられる。

3 ．EASWのロバスト性

　既存の機械接合法によっては，鋼板の強度や接合構造
物の断面形状，ギャップ，接合姿勢などにおいて制限を
受けることがある。EASWのメカニズムについて述べ
た 1 章では，EASWは鋼板強度および接合構造物の断
面形状に対する制限が少ないことを説明した。本章で
は，製造現場でEASWを適用する際に必要な有効溶接
条件範囲の裕度，いわゆるロバスト性について説明す
る。
3. 1　EASWの耐ギャップ性
　製造現場においては，部品の組み立てや加工精度など
によって，接合対象物であるアルミ合金板と鋼板との間
に隙間（ギャップ）が生じる場合があり，これを完全に
なくすことは難しい。ギャップが大きすぎると接合が困
難になるため，EASWの耐ギャップ性を調査した。上
板 ア ル ミ 合 金A6061（2.0 mmt， 板 厚 固 定 ） と 下 板
DP980鋼板の板組において，下板の板厚を0.5～2.0 mm，
ギャップを 0 ～2.5 mmに変化させた場合の溶接継手形
状 を 評 価 し た。 こ の と き の シ ー ル ド ガ ス は
80%Ar+20%CO2の混合ガスとし，エレメントの中空穴
径はφ3.8 mm，φ5.0 mmおよびφ6.0 mmの 3 種類とし
た。
　試験結果を図 9 に示す。下板が薄くてギャップがある

図 7  エレメントのフランジ幅が継手強度に及ぼす影響
Fig. 7  Effect of flange width of element on strength of joint

図 8  異種金属接合継手の強度比較
Fig. 8  Strength comparison of dissimilar metal joints
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場合には，下板に溶落ち欠陥が発生しやすい。中空穴径
の小さいエレメントを使うことによってアーク熱はエレ
メントに奪われ，下板に伝わる熱が制限されることか
ら，下板の溶落ちを抑制することが可能である。いっぽ
う，下板が厚くなるに従い，溶落ちに対して耐性を持つ
ことから，ギャップ許容度も高くなる。ただし，エレメ
ントの中空穴径が小さすぎると下板が溶けにくくなり，
健全なナゲットが形成できなくなる。
　本試験結果によると，下板の板厚が0.5～2.0 mmの範
囲において，適切な中空穴径を有するエレメントを採用
することによって，いずれの板厚の場合でも1.0 mm程
度までのギャップは溶接可能であることが確認された。
また，シールドガスをArリッチ化することや，ワイヤ
径を細くすることなどの策を行うことにより，さらにギ
ャップ条件を拡大できる可能性もある。
3. 2　EASWの溶接姿勢対応性
　これまでの試験の溶接姿勢は下向きであったが，製造
現場では構造物の形状などによって，姿勢は必ずしも下
向きになるとは限らない。姿勢が水平，かつ下向きで溶
接可能なだけでなく，姿勢が斜めや垂直など，どのよう
な方向に向いていても対応できることが求められる。
EASWをさまざまな姿勢で溶接した一例を図10に示す。
EASWは下向き姿勢だけではなく，立向きおよび上向
き溶接姿勢を含む全姿勢での溶接が可能であることが確
認できた。一般的に，ソリッドワイヤを用いたアーク溶
接による立向きや上向き溶接では，溶融金属は重力の関
係で垂れやすく，溶接が難しいとされている。EASW
もソリッドワイヤを用いたアーク溶接を利用している
が，全姿勢での溶接が可能である。それは，正送と逆送
とを繰り返す高精度なワイヤ送給制御モードの溶接装置
を組み合わせることによってワイヤ先端と溶融池とを 1
秒間に約80回も接触（短絡）させ，エレメントの小さい
中空穴を約 1 秒間というごく短時間で鋳込んでいるから
である。ワイヤ先端の溶融部（溶滴）を溶融池と積極的
に接触させることにより，表面張力によって溶滴が溶融
池に移行する現象は短絡移行といい，重力の影響による
溶滴の垂れをなくすことができる。
3. 3　ワイヤ狙い位置のロバスト性
　EASWは，ワイヤを用いたアーク溶接によってエレ

メントの中空穴を鋳込むという原理のため，ワイヤはエ
レメントの中空穴の中央に位置している状態が最も望ま
しい。しかし，ワイヤの曲がり癖や溶接構造物の溶接位
置の微小なずれなどが発生するため，製造現場におい
て，ワイヤを常にエレメント中央に位置させるのは困難
である。そこで，エレメント中央からのワイヤ位置ずれ
の許容度を調査した。

図 9  下板の板厚による耐ギャップ性の試験結果
Fig. 9  Test results of gap allowance to thickness of the lower plate

図10  EASWの全姿勢溶接
Fig.10  EASW in all position welding

図11  各溶接姿勢におけるワイヤ狙い位置のずれと許容度の関係
Fig.11 Relationship between appearances of welding joints and gaps 

of wire tip from center of element hole in various welding 
positions
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　上板アルミ合金A6061（2.0 mmt）と下板DP980鋼板
（1.4mmt）の板組において，中穴径がφ6.0 mmのエレ
メントを用い，ギャップを 0 mmとしてワイヤの狙い位
置をずらした状態で溶接継手を形成した。その外観の評
価結果を図11に示す。いずれの溶接姿勢においても，
ワイヤ狙い位置とエレメントの中空穴中央とのずれが
1.5mm程度までであれば良好な外観の溶接継手が得ら
れた。

4 ．EASW溶接継手の耐食性

　異種金属接合が抱える問題には，接合強度だけでなく
ガルバニック腐食（異種金属接触腐食）がある。ガルバ
ニック腐食（以下，腐食という）とは，図12のように
電解質水溶液中で異種の金属材料を接触させたときに生
じる腐食現象である。電位が卑な金属がアノードとな
り，単独で置かれている場合より一般に腐食速度が増大
する。いっぽうで，電位が貴なカソード側の金属は単独
で置かれるよりも一般に腐食速度が低減して，いわゆる
カソード防食される。アルミニウムが，より貴な金属で
ある鉄と電解質水溶液中で長時間にわたって直接接触す
ると，局部電池が形成されてアルミニウムはイオン化
し，溶液中に溶け出る。残された電子はアルミ合金－鉄
中を移動して貴な金属である鉄の表面から同様に液中に
放出され，液中の水と酸素から水酸化イオンができる。
　腐食を防ぐための最も有効な手段は，接触箇所を湿潤
環境にしないことである。そのための実用的対策とし
て，接合前の接着剤塗布，さらには接合後の電着塗装や
シーリングが適用されている。そこで，接着剤塗布の有
無によるアルミ合金－鋼板接触界面の腐食を調査した。
試験体は，上板にアルミ合金 6 K21（2.0 mmt），下板に
超高張力鋼板980DPの裸鋼（1.4 mmt）とし，エレメン

トはSS400鋼で試作したもので，めっきなどの表面処理
は施していない。腐食試験はJASO M 609-91 CCT規格
に準拠して実施した。アルミ合金板と鋼板との接触界面
に接着剤の塗布した試験体と無塗布試験体の腐食試験結
果の一例を図13に示す。
　接着剤なしの場合，アルミ合金板と鋼板の接触界面に
腐食が認められた。アルミ合金板と鋼板との接触界面に
接着剤（DOW Chemical Betamate 1630，絶縁性）を塗
布した場合，顕著な腐食は認められなかった。
　いっぽう，エレメントとアルミ合金との接触界面には
接着剤を塗布できない。このため，アルミ合金板と鋼板
の接触界面（接着剤なし）の腐食状況と比べて，程度は
軽いものの腐食が認められた。対策としては，エレメン
トの①表面処理，②サイズからのアプローチが考えられ
る。①表面処理については，エレメントにアルミ合金と
電位の近い金属でめっきを施す，あるいは，アルミ合金
板とエレメントとの接触面に耐熱性の絶縁塗装を施すこ
とが考えられる。②エレメントのサイズについては，ア
ルミ合金板と接触しているエレメントのフランジ部を最
小化することで防食効果が高まると考えられる。それ
は，アルミ合金の面積に対して鋼の面積が小さくなるほ
どアルミ合金の腐食は小さくなると期待されるからであ
る。今後，これらの対策の実現性と有効性を試験で確認
する必要がある。

5 ．EASWの自動化システム

　工場の生産工程の中でEASWを実施する場合，ロボ
ットによる自動化は必須要件である。EASWの自動化
は今後の開発ステップとなっており，基本的原理と効果
を紹介する本論からは目的が外れるが，方針としての可
能性を 2 つ紹介する。
　基本的技術が比較的そろっており，難易度が低いのが
エレメントの挿入とアーク溶接を分離する 2 Robot/ 
2 Step方式（図14）である。本方式では予備加工穴の
形成とエレメントの挿入を同時に行うことが可能であ
る。REW（Resistance Element Welding）ですでに実
現されており， 1 台目のロボットのツールでエレメント
を用いた打ち抜きとかしめ

4 4 4

拘束を行う。加圧ツールを搭
載するため比較的大型のサイズとなる。2 台目のロボッ

図13  接着剤の有無による腐食試験結果
Fig.13  Results of corrosion tests with/without adhesive

図12  ガルバニック腐食のメカニズム
Fig.12  Mechanism of galvanic corrosion
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トではごく一般的なアーク溶接を行う。アーク溶接用の
安価かつ小型の仕様品をそのまま適用できる。1 step目
と 2 step目とを別工場，あるいは別会社で行うことも可
能である。この方式の短所は，EASWの大きな長所で
ある片面アクセス性が 1 台目のロボットにおいて発揮さ
れないことである。
　いっぽう，開発難易度は高いが，コンパクトな 1 台の
ロボットで高能率に接合するのが 1 Robot/ 1 Step方式

（図15）である。本方式では，ロボットにエレメントの
送給，位置補正，挿入，母材加圧，およびアーク溶接の
機能をすべて搭載するが，予備加工穴の形成を別手段で
設けてある前提となる。一般的に最も難しいとされてい
るのが，不可避的に位置ずれが生じる予備加工穴にエレ
メントを挿入する工程である。人間の目であれば極めて
容易な作業であるが，ロボットでは精度の高いセンサが
必要である。しかし，車載センサの普及に代表されるよ
うに近年のセンサ技術の発達はめざましく，ロボット搭
載センサも高機能なものが登場している。すでに高い精
度で嵌合処理を行うことが可能となっており，この技術
を使えばエレメントを確実に入れることが可能となる。
母材加圧は母材間ルートギャップを縮小させるための機
能である。抵抗溶接と異なってギャップをゼロにしなけ
れば接合できないわけではなく，それほど強い加圧機能
は必要ない。

むすび＝アルミ合金と鋼板との異種金属接合法として，
アークスポット溶接を利用したエレメントアークスポッ
ト溶接法（EASW）を開発した。その特長を以下に示す。
　①片面アクセス接合法であり，閉断面形状や開断面形

状など，適用できる構造形状の範囲が広い。
　②適用できる鋼板強度の制限がない。
　③高い継手強度が得られる。
　④比較的安価で小型のアーク溶接ロボットを用いるこ

とができる。
　今後は，ロボットや機器メーカ，システムインテグレ
ータと協力して実用的な機器開発に取り組んでゆく。
　
参　考　文　献
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図15 1 Robot/ 1 Step式自動EASWシステムの概念図
Fig.15  Conceptual diagram of 1 Robot/ 1 Step-type system for automatic EASW

図14 2 Robot/ 2 Step式自動EASWシステムの概念図
Fig.14  Conceptual diagram of 2 Robot/ 2 Step-type system for automatic EASW
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まえがき＝輸送用機器が排出するCO2量を削減・規制す
る取組みが進められている。自動車分野では各国で燃費
規制が強化される傾向にあり，エンジン・パワートレイ
ンの高効率化と並行して，車体の軽量化が進められてい
る。また，自動車の衝突安全基準の強化も重要な課題で
ある。安全基準の強化に対応するには，車体骨格の強度
やエネルギー吸収特性の強化ないし追加が必要となり，
必然的に質量の増加を招く。すなわち，車体構造の強化
は軽量化と相反する点があるため，これまで以上に材料
や構造を見直した合理的な骨格構造が求められている。
　近年，鋼板とアルミ合金板や樹脂複合材等を適材適所
に用いた，いわゆるマルチマテリアル構造のボデーの採
用が欧州自動車メーカを中心にして，生産台数の比較的
多い車でも本格化してきた 1 ）。今後，日系自動車メーカ
でも採用事例が増えてくるものと考えられている。
　このようなマルチマテリアル化には，異なる材料を接
合する技術が必要となる。とくに，これまで車体骨格の
中心材料であった鋼板と，軽量化材料の中でも比較的低
コストな金属材料であるアルミ合金板との接合技術のニ
ーズが高いと考えられる。
　いっぽう，鋼板とアルミ合金板の異種金属接合 2 ）～ 4 ）

は融点や熱伝導率の違いにより直接的な溶融接合が難し
い。また，鋼板とアルミ合金板の界面に脆弱（ぜいじゃ
く）な金属間化合物層が生成されるため，十分な継手強
度を得るのが難しいなど技術的課題がある。現状では，
鋼板とアルミ合金板の異種金属接合部に機械的接合法が
多く使われている。欧州車で主に使われている機械的接
合技術には，SPR（Self-Pierce Riveting）に代表される
リベットを使った接合法，タッピンねじ類似のリベット
を使った接合法などがある。また，ポンチとダイスで金

属板同士をかしめて接合するクリンチングも高い強度が
不要な箇所に使われている。
　これらの新しい機械的接合法を導入するには新規の設
備投資が必要であり，採用にはハードルがある。現在の
車体接合で使用されている主要な設備は，抵抗スポット
溶接機やアーク溶接機であり、これらの設備を活かす工
夫が求められる。このため，我々は既存の抵抗スポット
溶接機を用いた新しい異種金属接合法を開発した。これ
は，小さな突起形状をプレス成形で付与した鋼板を穴の
開いたアルミ合金板と合わせ，裏側に鋼製当て金を用い
てアルミ合金板を挟み込む方法でスポット溶接するもの
である。この接合法をダボスポット溶接（Dimple Spot 
Welding，以下DSWという）と呼ぶ。DSW工法の継手
強度や接合メカニズムについて概説し，さらに他の異種
金属接合法との強度比較結果について述べる。なお，本
記事は文献 5 ）に一部修正を加えたものである。

1 ．実験

　本章では，DSW工法評価のために行った試験体製作
の詳細と評価の方法について説明する。
1. 1 供試材と機械的性質
　図 1 に供試材製作に用いる素材の形状を示す。また，

鋼板とアルミ合金の異種金属接合法=ダボスポット溶接法=
New Dissimilar Metal Joining Method for Steel Sheet and Aluminum Alloy 
Using Resistance Spot Welding, Dimple Spot Welding
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To enable multi-material use in automotive bodies, we have developed a new method called dimple 
spot welding (DSW), for joining the dissimilar metals steel and aluminum alloy.  The DSW results in 
a laminated structure of Fe-Al-Fe and uses a dimpled sheet and backing plate, both made of steel, to 
perform welding.  We conducted a tensile-shear test and cross-tensile test.  The following results were 
obtained: 1. The joining strength of DSW is strongly affected by the dimple height and hole diameter in 
the aluminum sheet, and 2. The joining strength of DSW is equal to or greater than that of the existing 
mechanical joining methods used in automobile manufacture.
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図 1  ダボスポット接合の試験材サイズ
Fig. 1  Specimen size for dimple spot welding
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表 1 に供試材の板厚と機械的特性を示した。図 1（a），
（b）は引張強さ590 MPa級の合金化溶融亜鉛めっき鋼板
（以下，GA590という）を用いた。（a）には次節で詳説
するダボ形状を付与し，（b）は平板のままとした（当
て板，Backing plate）。同図（c）は，A5052アルミ合金
板（以下，アルミ板という）で，（a）のダボを嵌合（か
んごう）させるための穴を事前に開けておく。
1. 2　ダボ形状の付与とアルミ板穴径
　図 2 に概要を示す金型を用いて，プレス成形により鋼
板にダボ形状を付与した。ダボ高さ（図 3 参照）は，パ
ンチの突き出し量で変化させた。今回の試験では，ダボ
高さを2.0 mm，2.2 mm，2.4 mmと変化させた。また，
アルミ合金板の穴径φは10.0 mm，10.5 mm，11.0 mm
と変化させた。
1. 3　引張試験片
　引張せん断試験片を図 4（a） に示す形状寸法で製作し
た。JIS Z3136に準拠し，GA590（長さ82.5×幅40 mm）
とアルミ板の端部40 mmを重ね，GA590に付与したダ
ボ形状をアルミ板の穴に嵌合させて，裏側から図 1（b）
で述べた当て板でアルミ板を挟み，鋼板－アルミ板－鋼
板の積層とした。積層部にある鋼板製ダボ形状と当て板
との間で鋼板間同士のスポット溶接を行い，鋼板とアル
ミ板の異種金属接合体を作った。作成した試験片を用い
て，静的に引張せん断強度（Tensile shear strength，
以下TSSという）を求めた。
　また，十字引張試験片形状を図 4（b）に示す。JIS 
Z3137に準拠し，長さ150×幅50 mmのGA590板中央部
のダボ形状とアルミ板試験片中央部の穴を嵌合し，当て
板でアルミ板を挟み込んで同様に積層構造にした。積層
した部位のダボ形状と当て板との間をスポット溶接で接
合した。この試験片を用いて十字引張強度（Cross 
tension strength，以下CTSという）を求めた。引張試

験速度はTSSおよびCTS試験ともに 5 mm/minとした。
1. 4. 　スポット溶接条件
　溶接に用いた抵抗スポット溶接機の電極形状を図 5
に示す。DR形（元径：φ19.0 mm，先端曲率半径：φ
9.5 mm，先端径：φ6.0 mm）で，クロム銅製の溶接電
極である。 
　溶接にあたり，電極間の加圧力を4.5kNと一定に保持
し，初期立ち上がりスロープなしで電流8.5kA，通電時
間10 cycles（60Hz）で通電し，次に10.5 kA－10 cycles，
最後に11.5 kA－10 cyclesと段階的に電流を上げた。引
張せん断試験片の抵抗スポット溶接施工の概略図を図
6 に示した。また，図 6 のA-A断面写真の例を図 7 に
示した。

図 3  成形後のダボ形状の概念図
Fig. 3  Schematic cross section drawing of dimple shape after 

forming

図 2  ダボ形状の製作ダイス断面
Fig. 2  Cross section drawing of dimple forming die

表 1  試験供試材の機械的特性
Table 1  Mechanical properties of test specimen

図 7  図 6 のA-A断面のマクロ写真
Fig. 7  Macro-photograph of cross section A-A in Fig. 6

図 6  ダボスポット溶接されたTSS試験片の概念図
Fig. 6  Schematic drawing of TSS test specimen of DSW

①Steel, ②Aluminum, ③Steel backing plates

図 5  スポット電極形状（DRタイプ）
Fig. 5  Shape of electrode tip (DR type)

図 4  ダボスポット溶接の試験片形状
Fig. 4  Specimen for dimple spot welding
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2 ．実験結果

2. 1　引張せん断強度
　ダボ高さと穴径を変化させて作成した供試材の種類、
および試験後の破断形態（B：Base metal fracture，P：
Plug fracture，I：Interface fracture）を表 2 に示した。
また，TSS試験における破断形態Bの継手母材破断の外
観例を図 8 に示した。
　試験で得られたTSS（N数 2 の平均値）とダボ高さ，
アルミ板穴径の関係を図 9 に示した。TSSはアルミ板
穴径が大きくなるほど高くなる。穴径φ11.0 mmにおけ
るダボ高さ2.4 mmの一部を除いた試験体でアルミ板材
の破断が生じた。穴径φ10.0 mmのときにはTSSは低
く，溶接部の界面破断が生じた。いずれのアルミ板穴径
の場合においても，ダボ高さが大きくなるほどTSS値
は低い傾向が見られた。とくに，穴径φ10.5 mmの場合
で顕著であった。
2. 2　十字引張強度
　CTS試験後の継手溶接部の破断面（破断形態P，I）
を図10，CTS（N数 2 の平均値）と1.2節で示したダボ

高さ，アルミ板穴径の関係を図11に示した。ダボ高さ
2.2 mmの一部を除き，アルミ板穴径が大きくなるほど
CTSは高い傾向が見られる。破断形態は穴径が大きく
なるにつれ界面破断からプラグ破断に移行している。ま
た，ダボ高さが2.0 mmではCTSの最大値と最小値との
差は約5.0 kNであるが，ダボ高さが2.4 mmでは，CTS
の最大値と最小値との差は小さい。

3 ．考察

3. 1　溶接メカニズム
　DSW工法の開始時には，ダボ形状と当て板間は点接
触状態となっている（図12（a））。双方ともに鋼板のた
め，鉄－鉄間の抵抗スポット溶接が行われる。溶接の初
期段階には局所的な点接触の部位が発熱し，この発熱に
より接触部位から溶融が始まると考えられる。つぎに，
上下電極の加圧によって溶融部の軟化した鋼板が変形し
て接触部位が，図12（b）の横矢印方向に広がる。接触
部位面積の増加に伴う発熱の低下を抑えるために段階的
な電流上昇を行うことにより発熱を高く保持でき，増大
した接触部位をさらに溶融できる。最終的には電極での
加圧保持によって，溶融した接触部位を固めて接合が完
了となる（図12（c））。なお，本溶接条件では，鉄－Al
界面に溶融は生じず、金属間化合物も確認されていな
い。このようにDSW工法には，ダボ形状の変形プロセ

図 9  TSSに及ぼすダボ高さ及びアルミ板穴径の影響
Fig. 9  Effect of dimple height and Al-hole diameter on TSSs

図 8  TSS試験後の母材破断の例
Fig. 8  Basemetal fracture appearance after TSS tests

表 2  試験片板組みと破断状態
Table 2  Combination of base metal and fracture appearances

図12  ダボスポット溶接プロセスの概念図
Fig.12  Image of dimple spot welding process

図11  CTSに及ぼすダボ高さ及びアルミ板穴径の影響
Fig.11  Effect of dimple height and Al-hole diameter on CTSs

図10  CTS試験後の破断状況の例
Fig.10  Fracture appearance after CTS tests
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スを理解し，ダボ高さと穴径の適切な量を把握すること
が肝要である。この二つのパラメータの最適値とダボ変
形プロセスに着目して以下の検討を進めた。
3. 2　引張せん断強度
　アルミ板穴径がφ11.0 mmのときには，ダボ高さに関
係なく，約10.0 kNとほぼ一定のTSSを示している。ま
た，ダボ高さ2.4mmの一部を除いて，ほとんどの試験
体でアルミ板材が破断した。アルミ板の穴径がφ10.5 mm
では，ダボ高さ2.0 mmのときにアルミ板材が破断した。
この場合には，TSSはアルミ板材の強度に依存している
と考えられる。いっぽう，アルミ板穴径がφ10.0 mmの
ときには，ダボ高さに関係なくすべて界面破断した。ア
ルミ板穴径が小さくなるとダボ形状と当て板間の溶接面
積が小さくなり，この部位から界面破断が生じてTSS
が低下したと思われる。これらの結果から，穴径φ
10.5 mmにおける最適なダボ高さは2.0 mm，穴径φ
11.0 mmにおける最適なダボ高さは2.0～2.4 mm程度で
あると考えられる。
3. 3　十字引張強度
　図11では，穴径φ10.0 mmにおいてはいずれもCTSが
低くなっている。この原因は，穴径が小さいために必要
なサイズの溶接面積を確保できなかったためと考えられ
る。
　また，ダボ高さが2.0 mmのときには，ダボ頂点部と
当て板は点接触状態となっている（図13鎖線部分）。こ
のため，通電時に鋼板が軟化して溶接部を段階的に大き
くでき，結果として積層しているアルミ板を強固に挟み
込むことができる。この状態でアルミ板穴径を大きくす
るほどCTS値が大きくなったと考えられる。
　いっぽう，ダボ高さ2.4 mmのときは，ダボの断面線
長（図13中の実線部分）が長く，適正サイズであるダボ
高さ2.0 mmと同じ溶接条件でこのダボを溶接しても，
線長の長い分を圧接するための電流や加圧力が不足す
る。このため，ダボ高さ2.4 mmのときにはダボが潰し
きれず，接合力が不十分で，積層しているアルミ板を強
固に挟み込むことができない。この結果，穴径に関わら
ずCTSが低くなったと考えられる。
　以上の結果から，ダボ側の板とアルミ板および当て板
との間に隙間がなく，かつダボ形状と当て板が点接触し
ている状態が，溶接前の姿として好ましいことがわかっ
た。また，この場合には接合部の鋼板どうしの接合力が
強くなった結果としてCTS強度が高くなると考えられ

る。
3. 4. 　異種金属接合強度の比較
　DSWのTSSおよびCTSでは破壊形態が比較的安定し
ており，かつ比較的高い強度を有しているダボ高さ
2.0 mmでアルミ板穴径はφ11.0 mmとφ10.5 mmの平均
値を代表値として以下の議論を進めることにする。
　自動車の骨格に用いられている他の異種金属接合法に
は，クリンチング 3 ） やリベット系の接合法（SPR，
ImpAcTⓇ 6 ），FDS 7 ），FSSW 3 ）など），あるいは接着剤
を使った方法 3 ），9 ）などがある。公開文献やウェブサイ
トから取得した鋼板とアルミ板の接合データの板組み例
を表 3 に示した。表 3 中の接合方法欄に付記した番号は
引用文献名を示している。これらの文献から得られたそ
れぞれのTSS，CTSとDSW法の強度を以下の方法で比
較して，図14および図15に示した。
　表 3 の複数の文献データでは，鋼板およびアルミ板の
材質や板厚など，板組みが統一されていない。一般的に
スポット溶接法では，ナゲット径と接合強度に相関があ
ると言われているが，表 3 のRSW-A，RSW-Bは鋼板と
アルミ板を抵抗スポット溶接で直接異種金属接合したも

図13  ダボ高さの差による断面の差異概念図
Fig.13 Schematic cross section drawing for difference of dimple 

height
図14  各種異種金属接合試験体のTSS

Fig.14  TSSs of various dissimilar metals joints

表 3  文献から得られた各種異種金属接合の板組
Table 3  Material combination in various dissimilar metals joints 

obtained from literature
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のである。いっぽう，DSWは鋼板同士のスポット接合
のため，ナゲット径で両者を直接比較する意味は小さい
と思われる。このため，ここでは表 3 の中で材料強度が
低いAl材の板厚で除算した単位板厚あたりのスポット
一点の強度とした。また，DSW継手強度も同様にして
図14および図15で比較した。リベット系接合法もリベッ
ト径や材質，板厚などの板組みが異なり一様ではない。
しかし，それぞれの接合法固有の得意な板厚や板組みが
存在し，文献にはそれらの代表値が掲載されているもの
と考えた。このため，同様にアルミ板厚で除して一点あ
たりの強度として算出し，比較を行った。なお，文献中
に板厚が記載されていない場合は，1.0 mmと仮定した。
　図14からDSWのTSSは機械的接合法と比較して同等
以上の強度を保有することがわかる。また，図15から
DSWのCTSはFDSの強度の公表値よりもやや劣るもの
の，その他の方法と比較して同等以上の継手強度を持つ
接合法であることが分かる。欧州車で主に使われている
他の機械的接合法の継手強度と同等以上であれば，
DSWの使用によって，DSWの利点である接合点数を少
なく抑えることができる。
3. 5. 　DSW接合法の課題および発展
　DSW接合法は，従来の鋼－鋼間のスポット溶接設備
を用いることが可能であり，新規の設備投資を抑えるこ
とが期待できる。いっぽうで，DSWはダボ形状をプレ
ス成形する必要や，嵌合させるアルミ合金板側の穴も必
要となる。これらの作業は工程増を招く可能性がある
が，ダボ形状の付与やアルミ穴加工は，板のプレス工程
と同じ工程で対処できると考えている。
　また，鋼材とアルミ合金の接触部に生じる電食の抑制
は大きな課題であるが，接着剤を両金属の界面間に塗付
することで対策が可能である。機械的接合方法でも同じ
腐食対策が行われており，強度も向上する。ただし，加
圧力と通電条件など溶接条件の最適化を別途検証する必

要がある。
　本技術は鋼板側の強度に影響されにくいため，機械的
接合法では対応が比較的難しい高張力鋼板とアルミ板の
接合部への適用が期待される。また，アルミニウムとス
テンレス，アルミニウムとチタンなど，他の異種金属接
合への適用も可能である。電源をスポット溶接以外に設
定することも考えられ，さらなる発展が期待される。

むすび＝ダボ形状と抵抗スポット溶接を使ったDSW異
種金属接合技術を開発した。DSWの接合条件や接合メ
カニズムについて検討し，他の接合方法と強度の比較を
行った。
　特徴と今後の課題，展望を以下にまとめる。
1 ）　DSWは従来設備である鋼用の抵抗スポット溶接機
を用いて，高張力鋼板等とアルミ合金板の異種金属接合
を行うことができる新接合法である。
2 ）　DSWは鋼板をプレス成形したダボ形状とし，当て
金および下穴を開けたアルミ板を用いて行われる。アル
ミ板を鋼で挟み込む構造を持ち，その継手強度はダボ高
さとアルミ板穴径に影響を受ける。
3 ）　ダボ側の板とアルミ板，当て板との間に隙間がな
く，かつダボ形状と当て板は点接触している状態が
DSW接合前の姿としては最適であった。
4 ）　文献値と比較した結果，DSW接合法のTSSおよ
びCTSは，従来の機械的接合法と同等またはそれ以上
の強度を有する優れた接合法であることが分かった。
5 ）　接合界面に接着剤を塗布することによって，DSW
接合部位の電食抑止に対応できると考えられる。この際
には，溶接時の電流条件の最適化が課題となる。
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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

■エンジニアリング 新鉄源・石炭エネルギー：直接還元鉄プラント，ペレットプラント，製鉄ダスト処理プラント，
　事業部門  新製鉄プラント（ITmk3，FASTMELT），選鉱プラント，改質褐炭（脱水炭）製造
	 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および運営業務
	 	 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
	 	 汚染された地域の環境回復業務
	 鉄構・砂防：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，スカイレール，ガイドウェ

イバス〕，駅ホームドア，列車停止位置検知装置，建築限界測定装置（JKシリーズ），
無線モニタリング，無人運転システム，PFI型事業，医療情報システム

主要製品一覧



Iron & Steel Business
 Iron and Steel Products : Wire rods, Bars, Plates, Hot-rolled sheets, Cold-rolled sheets, Electrogalvanized sheets, 

Hot dip galvanized sheets, Painted sheets, Deformed bars, Pig iron
 Steel Castings and forgings : Marine parts (Crankshafts, Engine components, Shafting, Ship hull parts), 

Industrial machinery parts (Forgings for molds, Rolls, Bridge parts, Forgings for pressure 
vessel), Nuclear parts

 Titanium Products :  Parts for jet engines and airframes (Forgings, Ring rolling products), Coils, Sheets, Foils, 
Plates, Wire rods, Welded tubes, Titanium alloys for high strength applications, corrosion 
resistant applications and heat transfer applications, Titanium alloys for motorbikes and 
automobiles exhaust systems, golf club heads, architecture and medical appliances

 Steel Powders :  Atomized steel powders for Sintered parts, Soft magnetic components, Soil and ground water 
remediation, Handwarmers, Deoxidizers, Metal injection moldings

 Independent Power Producer : Wholesale power supply
 
Welding Business
 Welding Consumables : Covered welding electrodes, flux-cored and solid welding wire for semi-automatic welding, 

solid wire and fluxes for submerged arc welding, TIG welding rods, backing materials
 Welding Systems :  Robot systems for welding steel columns, welding robot systems for construction 

machine, other welding robot systems, offline teaching systems, other welding robots, 
power sources

 High Functional Materials : Filters for deodorization, ozone decomposition, toxic gas absorption
 General :  Testing, analysis, inspection, and commissioned research; educational guidance; consulting; 

maintenance and inspection of industrial robots, power sources, and machinery

Aluminum & Copper Business
 Aluminum and Aluminum Alloy Products : Sheets, strips, plates, shapes, bars, tubes, forgings, castings
 Aluminum Secondary Products : Blank and substrates for computer memory disks, pre-coated materials
 Aluminum Fabricated Products : Construction materials, electronics and OA equipment drums, automotive parts, 

heat exchanger parts, chamber, electrode parts
 Copper and Copper Alloys : Sheets, strips, tubes, pipes
 Copper Secondary Products : Conductivity pipes, inner grooved tubes for air conditioners, Lead frames
 Magnesium castings : Sand mold castings
 
Machinery Business
 Tire and Rubber Machinery : Batch mixers, twin-screw extruders, tire curing presses, tire testing machines, tire & 

rubber plant 
 Plastic Process Machinery : Large-capacity mixing / pelletizing systems, compounding units, twin-screw extruders, 

optical fiber processing equipment, wire-coating equipment, injection-molding machines
 Advanced Products : Surface modification system (AIP, UBMS), inspection and analysis systems(high-resolution 

RBS system)
 Compressor :  Screw compressors, centrifugal compressors, reciprocating compressors, refrigeration 

compressors, heat pomp, radial turbine, standard compressors, micro steam energy generator
 Material Forming Machinery : Bar & wire rod rolling mills, blooming & billeting mills, strip rolling mills, 

automatic flatness control systems, continuous casting equipment, hot isostatic presses, cold 
isostatic presses, various high pressure machinery, metal press machines

 Energy :  Aluminum brazed plate fin heat exchanger(ALEX), LNG vaporizers(Open rack vaporizers, 
Intermediate fluid vaporizer, Hot water vaporizer, Cold water vaporizer, Air-fin vaporizer), 
Pressure vessels, Aerospace ground testing equipment, 

  
Engineering Business
 New Iron･Coal and Energy : Direct reduction plants, Pelletizing plants, Steel mill waste processing plants, New 

ironmaking plants(ITmk3, FASTMELT), Iron ore beneficiation plants, Upgraded brown 
coal

 Nuclear･CWD :  Nuclear plants(radioactive waste processing/disposal), Advanced nuclear equipment, 
Spent fuel storage and transport packaging, Power reactor/Reprocessing plant 
components, Fuel channels

  Chemical weapon destruction(Consulting, search and recovery, Transportation, Storage, 
Chemical analysis, Monitoring, Safety management, CWD plant construction and 
operation), Detoxification of soil and other materials contaminated with chemical agents, 
Destruction of explosive ordnance and persistent toxic substances, Contaminated site 
remediation projects

 Steel Structure･Sabo : Sabo and Disaster Prevention Products(Steel grid sabo dams, Flaring shaped seawalls), 
Cable construction work, Acoustic & vibration absorption systems

 Urban Systems :  Urban transit system (Mass rapid transit system, Automated guideway transit system, 
SKYRAIL, Guideway bus), Platform screen door (PSD), Train stopping place detection 
equipment, Clearance envelope measurement equipment, Wireless monitoring, Automatic 
train control system, Private finance initiative (PFI) business, Medical information system

Business Items
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編集後記
＜特集：溶接・接合技術＞
＊2013年 4 月に続き，溶接・接合技術の
特集号をお届けしました。
＊当社は多関節型・直行型のアーク溶接
ロボットシステムとアーク溶接材料の両
方を自社開発しています。世の中には溶
接を扱うシステムインテグレータ，いわ
ゆるSIは数多くありますが，健全な溶接
部までは提案できていません。ロボット
システムに溶接材料と溶接プロセスが加
わって初めて健全な溶接部が得られるか
らです。当然鋼板に関する知識も不可欠
です。当社溶接事業部門は80年にわたる
溶接材料・溶接プロセス開発の実績に加
えて，30年を超える溶接ロボットシステ
ム開発の実績があります。『世界で最も
信頼される溶接ソリューション企業』を
目指し，溶接の材料・プロセス・システ
ムを組み合わせることで健全な溶接部を
提案する開発に大きく舵（かじ）を切り
ました。
＊日本では就労人口の高齢化・減少に伴

い溶接士が不足しています。多くの企業
は少なからず溶接の効率化，自動溶接に
興味を持っています。アセアンを中心と
した発展途上にある諸国では，40年前の
日本と同じように，まだまだ多くの被覆
アーク溶接棒が使用されています。これ
らの諸国もいずれは日本と同じように

『棒からワイヤにさらに自動化に』進む
はずです。国内外の市場動向を俯瞰（ふ
かん）すれば，自動溶接によって効率よ
く健全な溶接部を得ることが重要である
かよく分かります。
＊建築鉄骨・建設機械から造船分野に自
動溶接技術を展開し，さらに低合金・高
合金が多用されるエネルギー分野へと自
動溶接技術を広げて行きたいと考えてい
ます。次回の溶接・接合特集が組まれる
頃には，エネルギー分野の市場が回復し
自動化の適用事例が紹介できることを願
いつつ今回の特集号の筆を置きます。

（清水弘之）

次号予告
＜特集：機械（産業機械・圧縮機）＞
＊当社の機械事業は1915年の往復動圧縮
機の製造以来，100年以上の歴史を重ね
ています。その間，世界を取り巻く環境
の変化と世の中のニーズに応じて特徴あ
る機械をメニューに加えてきました。現
在，当社の機械事業は，産業機械事業部
と圧縮機事業部の二つの事業部を軸とし
て運営しています。
＊産業機械事業部では，タイヤ・ゴム機
械，樹脂機械，製鉄機械や等方圧加圧装
置（HIP・CIP）などの広範囲にわたる
機械を製造，販売しています。
＊タイヤ・ゴム機械では，性能が向上し
た自動車用タイヤの生産性向上に貢献す
る新技術を搭載した混練機と試験機を，
樹脂機械ではプラントの大型化や新しい
高性能なプラスチック材料に対応した混
練造粒装置を開発するなど，技術の高度
化に努めて顧客のニーズに広く応えてい
ます。また，製鉄機械においても新技術
を適用した機械設備を開発し，鋼材製品
の高品質化に役立っています。新しい冷
却機構を備えて生産性を向上させたHIP
装置，食品への高圧処理に対応した横型
CIP装置などユニークな製品メニューも
有しています。
＊圧縮機事業部では，圧縮機の総合メー
カとして各種プラント・工場向けにスク
リュ・ターボ・レシプロ式の各圧縮機を

製造，販売しています。それらに加えて，
動力回収ラジアルタービンやバイナリー
発電装置といった省エネルギー・環境対
応製品もラインナップし，幅広い顧客の
ニーズに応えています。
＊スクリュ圧縮機は，世界トップメーカ
として大風量の油冷式スクリュ圧縮機や
高圧の無給油式スクリュ圧縮機を開発
し，各種プロセスガス用途にその適用範
囲を広げています。ターボ圧縮機ではプ
ラントの大型化に対応するため，高効率
で信頼性の高い新インペラを搭載した超
大型ターボ圧縮機を開発しました。レシ
プロ圧縮機では，LNG船エンジンへの
燃料ガス供給用の高圧圧縮機や，水素ス
テーション用の高圧水素圧縮機を開発
し，エネルギー分野でもその用途を拡大
しています。また，プラントからの高温
の排熱を利用して動力を回収するラジア
ルタービンや，船舶のエンジンの排熱を
有効利用して発電するバイナリー発電装
置など，環境面での効果を期待できる製
品も開発しています。
＊次号では，「機械（産業機械・圧縮機）
特集号」として，これら当社の産業機械
ならびに圧縮機の最新の製品動向や新技
術の一端をご紹介いたします。当社の機
械製品をご理解いただける一助となれば
幸いと考えています。

（佐成弘毅）

≪編集委員≫
　　　委　員　長　　三　宅　俊　也
　　　副 委 員 長　　中　川　知　和
　　　　　　　　　　高　枩　弘　行
　　　委　　　員　　稲　田　　　淳
　　　　　　　　　　小　西　晴　之
　　　　　　　　　　佐　成　弘　毅
　　　　　　　　　　清　水　弘　之
　　　　　　　　　　橋　本　裕　志
　　　　　　　　　　原　田　孝　夫
　　　　　　　　　　藤　綱　宣　之
　　　　　　　　　　本　家　浩　一
　　　　　　　　　　前　田　恭　志
　　　　　　　　　　松　崎　道　弘
　　　　　　　　　　　＜五十音順＞
　　　本号特集編集委員　　清　水　弘　之

神戸製鋼技報

第67巻・第 1 号（通巻第238号）

2018年 3 月 2 日発行
年 2 回発行
非売品　　　　＜禁無断転載＞
発行人　三宅　俊也

発行所　株式会社　神戸製鋼所
　　　　技術開発本部
　　　　〒651-2271
　　　　神戸市西区高塚台 1 丁目 5 - 5

印刷所　福田印刷工業株式会社
　　　　〒658－0026
　　　　神戸市東灘区魚崎西町 4 丁目
　　　　 6 番 3 号

お問合 神鋼リサーチ株式会社
わせ先 R&D神戸製鋼技報事務局
 〒651-0073
 神戸市中央区脇浜海岸通 2 丁目- 2 - 4
 ㈱神戸製鋼所 神戸本社ビル 6 F
 FAX（078）261-7843
 rd-office@kobelco.com



「Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報　Vol.67, No.1」お届けの件

本誌お送り先変更届

㈱神戸製鋼所

技術開発本部

　拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　また平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　このたび、「Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報　Vol.67, 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、下の変更届に必要事項を

ご記入のうえ、ＦＡＸあるいはE-mail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）261－7843
rd-office@kobelco.com

各　位

2018年 3 月 2 日

本紙記入者

宛名シール
番号

備　考

ご住所

ご所属

〒 〒

貴社名

E-mail：
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）



RE: Delivery of R&D Kobe Steel Engineering Report, Vol.67, No.1

Change Notification

Attention: 
R&D Office, Kobe Steel Engineering Report
Shinko Research Co., Ltd.
FAX: +81-78-261-7843
E-mail: rd-office@kobelco.com

March 2, 2018

Kobe Steel Ltd.
Technical Development Group

Person making
this entry

Address
seal number

Remarks

Address

Department

Company
name

E-mail：

Before change After change

Name：

No. 　　　　　　　　　←（Please fill in the right lower number on the address sticker）

Dear Sir or Madam,

We would like to express our sincere gratitude for your continued support and cooperation.

Attached please find Vol.67, No. 1 of the R&D Kobe Steel Engineering Report. 

If there is any correction or change of address, contact name, etc., please fill in the 
required information in the change notification below and contact us by fax or by e-mail.

Best wishes for your continued success,


