
お詫びと訂正

　2019年7月31日に発行いたしました本誌「Vol.69, No.１特集：自動車軽量化」におきまして、記載に誤りがご
ざいましたので以下のように訂正いたします。
　ご愛読いただいている皆さま、ならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
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Laser welding is capable of highly efficient and high-quality welding and is being widely used 
in the field of automobiles in recent years. It is well known, however, that the laser welding of 
high strength steel sheets often results in weld cracking. High strength steel sheets play a sig-
nificant role in improving fuel efficiency and collision safety. Hence, it is crucial to elucidate the 
weld-cracking phenomenon in detail. In order to clarify the behavior of weld cracking, Kobe 
Steel has established a new technique for observing the cracking during laser welding in-situ 
using an X-ray transmission imaging system. The weld cracking occurring during laser weld-
ing was clearly observed, and these cracks were revealed to be delayed cracks initiated from 
weld end craters. The delayed cracking behavior varied depending on the carbon content in 
the steel and welding length. A crater treatment method has been newly developed and found 
to effectively prevent delayed cracking from occurring.

　
Laser welding enables high-efficiency and high-quality welding and has been widely used in the 
automotive industry in recent years.  However, it is well known that weld cracking may occur 
in the laser welds of high-strength steel sheets. The application of high-strength steel sheets is 
important for improving the fuel efficiency and collision safety of automobiles.  Therefore, it is 
extremely important to elucidate this weld cracking phenomenon in detail.  It was found that 
delayed cracking in laser welds of high-strength steel sheets was initiated from the solidifica-
tion cracks at the weld end.  The delayed cracking was found to occur when four factors coex-
ist: namely, solidification cracking, diffusible hydrogen, brittle microstructure and residual 
stress, and eliminating at least one of these factors prevented the delayed cracking.  Hence, 
Kobe Steel established a new laser welding method to prevent solidification cracking at the 
weld end.  By applying this method, no solidification cracking occurred in high-strength steel 
sheets, and as a result, delayed cracking was successfully prevented.
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まえがき＝レーザ溶接は片側アクセスで高速に連続線溶
接ができるという特徴を有しており，自動車分野におい
て広く普及している。また，低入熱な施工法であり，熱
影響の少ない高品質な継手が得られることから，これま
で主にテーラードブランク用溶接法として使用されてき
た。この場合，集光ヘッドを搭載したロボットを駆動し
ながらレーザ溶接するが，近年ガルバノスキャナを活用
したリモート溶接が実用化され，これまでよりも高速度
かつ施工自由度の高い溶接が実現できるようになった。
そのため，ドア周りの重ね溶接など，組立工程にもレー
ザ溶接が適用されている 1 ）。
　自動車用材料も年々変化しつつあり，車体の軽量化と
安全性向上の観点から，自動車骨格への高張力鋼板（以
下，ハイテン鋼板という）の使用が加速しており，現在
では1180 MPa級の超ハイテン鋼板が量産車で実用化さ
れている 2 ）。ハイテン鋼板では，強度と成形性を両立さ
せる目的でC, Siなどの元素が多量に添加されており，
軟鋼板と比較して継手強度が低下することや凝固割れが
発生しやすいことなど，レーザ溶接性の劣化が指摘され
ている 3 ）。また，アーク溶接では鋼中成分増加に伴い，
遅れ割れ感受性が高まることが報告されている 4 ）。遅れ
割れは，①硬質組織，②拡散性水素，③残留応力という
3 つの因子が重畳することで生じる。アーク溶接におけ
る拡散性水素は主に，溶接材料中の水素源や大気中の水
分がアーク中へ侵入し，高温下でプラズマ化することで
生成する 5 ）。
　いっぽう，溶接材料を用いないレーザ溶接では，溶接

部への拡散性水素の侵入がアーク溶接と比較して極めて
少ないことが報告されており 6 ），遅れ割れは発生しにく
いと考えられる。しかしながら，自動車製造ラインで適
用されているリモート溶接は，シールドガスを用いない
大気雰囲気下で行われることに加え，拡散性水素の発生
源となりうる防錆（ぼうせい）油やプレス油が鋼板表面
から十分に除去されないまま実施されることも多く，溶
接金属中に拡散性水素が侵入する可能性が高い。実際，
そのような環境下において超ハイテン鋼板をレーザ溶接
すると，図 1 に示すような遅れ割れが発生する。
　当社では，レーザ溶接で発生する遅れ割れ（以下，レ
ーザ遅れ割れという）のメカニズムを解明することを目
的に，動的観察による発生因子およびき裂伝播挙動の明
確化に取り組んだ。さらに，遅れ割れが防止可能なレー
ザ走査法を考案し，その有効性を検証した。本稿ではそ
の概要を報告する。

超ハイテン鋼板で発生するレーザ溶接割れの動的観察　
および防止手段
In-situ Observation of Weld Cracks Occurring in Ultra-high Tensile Strength 
Steel Sheet and Preventative Measures
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（論文）

Laser welding is capable of highly efficient and high-quality welding and is being widely used in 
the field of automobiles in recent years. It is well known, however, that the laser welding of high-
strength steel sheets often results in weld cracking. High strength steel sheets play a significant role 
in improving fuel efficiency and collision safety. Hence, it is crucial to elucidate the weld-cracking 
phenomenon in detail. In order to clarify the behavior of weld cracking, Kobe Steel has established a 
new technique for observing the cracking during laser welding in-situ using an X-ray transmission 
imaging system. The weld cracking occurring during laser welding was clearly observed, and these 
cracks were revealed to be delayed cracks initiated from weld end craters. The delayed cracking 
behavior varied depending on the carbon content in the steel and welding length. A crater treatment 
method has been newly developed and found to effectively prevent delayed cracking from occurring.
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図 1  遅れ割れが発生した継手の外観写真
Fig. 1  Surface appearance of delayed cracking
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1 ．レーザ遅れ割れの発生因子 7 ）

1. 1　実験方法
　供試材として，板厚1.5 mmの0.1%Cおよび0.3%C鋼板
を用いた。いずれの鋼板に対する試験も鋼板の表裏面そ
れぞれに0.01 mg/mm2の防錆油を塗布した。比較として
防錆油を無塗布とした継手も作製した。図 2 示す方法で
同種材同士をクランプにより固定し，完全溶込みとなる
条件（表 1 ）にて重ね溶接した。熱源にはファイバーレ
ーザを使用した。
　さらに，溶接金属中の拡散性水素量を測定するため，
25×40 mmサイズの0.3%C鋼板を用いて図 3 に示す方法
でサンプルを作製した。拡散性水素量におよぼすビード
幅の影響を調査するため，ビーム集光径は0.32 mmおよ

び0.54 mmの 2 条件とした。そのほかの溶接条件は，出
力：3.75 kW，溶接速度： 2 m/min，溶接長：20 mmと
した。
　拡散性水素の大気中への放出を防ぐため，作製したサ
ンプルは氷水に浸けて急冷した後，エンドタブを切断
し，母材に付着した防錆油を除去した。拡散性水素量測
定はガスクロマトグラフ法にて行った。ガスクロマトグ
ラフ法における捕集時の温度および保持時間は，45℃×
72 hとした。溶接金属の質量は，断面マクロ観察より同
定した溶接金属の断面積，溶接長および密度 （7.8×10 3  

kg/m3）から算出した。
1. 2　実験結果および考察
　溶接後の継手外観の経時変化をビデオカメラにより撮
影した結果を図 4 に示す。溶接直後はクレータ部にのみ
割れが発生しており，時間経過とともに溶接金属内を進
展することが外観から確認された。遅れ割れが発生した
継手の割れ破面のSEM写真を図 5 に示す。クレータ部
において凝固割れが認められるが，それ以外の部分では
脆性（ぜいせい）破面を呈していた。以上のことから，
遅れ割れは終端部の凝固割れ（クレータ割れ）を起点に
生じた可能性が示唆される。
　溶接から24時間経過後の外観観察による遅れ割れ有無
の判定結果を図 6 に示す。高C鋼種，高出力条件ほど割
れは発生しやすいことが分かる。
　0.1%C鋼板を用いて作製した継手の断面マクロ写真を
図 7 に示す。出力が低いほどビード幅は狭いことが分か

図 2  レーザ溶接の模式図
Fig. 2  Schematic illustration of laser welding

表 1  レーザ溶接条件
Table 1  Laser welding conditions

図 3  拡散性水素測定用サンプルの作製手順
Fig. 3  Procedure of fabricating samples for diffusible hydrogen 

measurement
図 5  割れ破面のSEM写真

Fig. 5  SEM images of fracture surface

図 4  レーザ遅れ割れの進展挙動
Fig. 4  Delayed cracking behavior in laser weld
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る。また，いずれの鋼種においても，溶接長を40 mm
とした場合，もしくは防錆油を塗布しない場合において
遅れ割れは発生しなかった。
　試験体の溶接ビード近傍における硬さ測定結果を図
8 に示す。図 6 の結果より，鋼中C量が遅れ割れ感受性
に影響を及ぼすと考えられたが，最高硬さは0.1%C鋼板
で400 Hv程度，0.3%C鋼板で570 Hv程度であり，溶接
部が硬質なほど遅れ割れ感受性が高まる傾向を示した。
　ビード止端部に発生する溶接線直交方向の残留応力を
調査するため，遅れ割れの発生していない継手に対して
X線残留応力測定を行った結果を図 9 に示す。溶接長を
20 mmとした場合，終端部付近において強い引張残留
応力が認められた。いっぽう，溶接長を40 mmに増加
させると，引張応力から圧縮応力に転じており，溶接長
が残留応力に影響することを確認した。上記残留応力の
変化は，終端部付近における冷却速度や母材による拘束
度の差異などにより引き起こされたと考えられ，これら
因子による影響を現在調査中である。
　つぎに，溶接金属中における拡散性水素量の測定結果
を図10に示す。防錆油塗布により拡散性水素量が増加
する傾向を示した。レーザ溶接において誘起されるプラ
ズマの温度は，熱源の種類により違いはあるものの，数

1,000 Kに達することが報告されており 8 ），9 ），レーザ溶
接部周辺は極めて高い温度にさらされる。そのため，溶
接時に防錆油が熱分解し，雰囲気中に水素が発生したと
推察される。また，ビーム集光径を0.32 mmに縮小した
条件では，0.54 mmの条件と比較してビード幅が低減

図 6  レーザ溶接後の遅れ割れ有無
Fig. 6  Results of laser welding

(○: no delayed crack, ×: delayed crack)

図 7  断面マクロ写真
Fig. 7  Cross section images

図 9  残留応力測定結果
Fig. 9  Residual stress distribution of laser welds

図 8  硬さ分布測定結果
Fig. 8  Hardness distribution of laser welds

図10  拡散性水素量測定結果
Fig.10  Diffusible hydrogen content in weld metal
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し，同時に拡散性水素量も低減した。図 6 の結果におい
て，0.1%C鋼板では出力の低い条件で遅れ割れが発生し
ていないが，同様にビード幅低減に伴って溶接金属中の
拡散性水素量が低減したためと考えられた。
　レーザ遅れ割れの発生因子を図11に示す。レーザ溶
接では溶接部が硬化組織となることに加え，凝固割れ端
部が残留応力の集中点となり，さらに拡散性水素が相互
作用したことによって連動的に遅れ割れが発生すると考
えられた。

2 ．施工法改善による遅れ割れの対策法 7 ）

　これまでの結果より，レーザ遅れ割れは鋼中C量の低
下，および溶接長の増加に伴って抑制されることが確認
された。いっぽう超ハイテン鋼板では，強度を高めるた
めに必然的にCの添加量が多くなる。また，溶接長の増
加は，製造コストの高騰および車体の設計自由度の低下
につながるため望ましくない。そこで，超ハイテン鋼板
に対して短い溶接長でレーザ溶接しても遅れ割れが発生
しない溶接条件を検討した。
　遅れ割れは，図11に示す 4 因子のうちの一つでも取り
除くことができれば防止可能である。そこで当社は，遅
れ割れの起点となる溶接終端部の凝固割れに注目した。
凝固割れは最終凝固部における溶融金属量の不足が原因
で生じる。そこで凝固割れ抑制手段として，溶接終端部
における溶融部拡大を狙ったスピン軌跡とするレーザ走
査法（図12）を考案し，その効果を検証した。
2. 1　実験方法
　供試鋼板には板厚1.5 mmの0.3%C鋼板を用いた。防
錆油は表裏面にそれぞれ0.01 mg/mm2塗布した。ガルバ
ノスキャナを用いて，表 2 に示す完全溶込みとなる条件
で重ね溶接した。比較として，直線ビードのみの継手も
作製した。板間にはシム板を挿入して0.3 mmのギャッ
プを設けた。
2. 2　実験結果
　溶接から24時間経過後の継手の溶接終端部における外
観写真および断面マクロ写真を図13に示す。終端部を
スピン軌跡とするレーザ走査法により凝固割れが抑制さ
れ，あわせて遅れ割れも防止できることを確認した。

むすび＝レーザ遅れ割れの発生因子を明らかにした。さ
らに遅れ割れの対策法として，溶接終端部をスピン軌跡
とするレーザ走査法を考案し，遅れ割れが防止できるこ
とを確認した。
　今後，自動車への超ハイテン鋼板の適用は拡大してい
くことが予測されるなか，溶接部の品質確保がますます
重要になると考えている。本稿がその一助になれること
に期待する。

図11  レーザ遅れ割れの発生因子
Fig.11  Factors of delayed cracking in laser welds

図12  終端部をスピン軌跡とするレーザ走査法の模式図
Fig.12  Schematic illustration of spin bead welding at weld end

図13  外観写真および断面マクロ写真
Fig.13  Surface appearance and cross section images

表 2  レーザ溶接条件
Table 2  Laser welding conditions
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