
92 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 69 No. 1（Jul. 2019）

まえがき＝IoTやAI活用による製造プロセスの技術革
新は，工場の完全自動化を現実し，生産性を飛躍的に向
上させるといわれている。例えば，ドイツは「インダス
トリー4.0」と呼ばれる国家戦略的プロジェクトを推進
している。知能を持った生産ラインの連携により，高品
質，高効率となる製造条件が短時間かつグローバルに共
有化されるといわれている。
　自動車産業においては，ロボットが積極的に活用され
るなど製造プロセスの自動化は既に高い水準にある。生
産ラインのなかでも鋼の接合プロセスに関しては，車体
軽量化を目的とした超ハイテン鋼やアルミ合金の同材・
異材接合箇所が増加している。このため，欠陥のない高
品質な溶接継手の実現と，タクトタイムの増加などの生
産性向上が目下の課題となっている。
　自動車の骨格や足回り部品は一般に，プレス成形した
薄鋼板を抵抗スポット溶接やアーク溶接で接合した構造
となる。自動車に使用されるアーク溶接の多くは，消耗
電極式ガスシールドアーク溶接と呼ばれる接合法で，ロ
ボットに溶接ワイヤを連続的に供給しながら接合する。
自動車の溶接工程における自動化の状況は，システム面
では，溶接，搬送や検査にロボットを使用することで省
人化をおおむね達成できている。またここ数年，トラブ
ルの発見・解決までの時間を短縮する目的で，溶接の前
工程から後工程までを一括管理するクラウドシステムが
提案されはじめている。
　いっぽう溶接材料面では，溶接ワイヤの供給が溶接中
に停止しないように，溶接パック間のワイヤを抵抗溶接
で事前につなぐことでノンストップで連続溶接できる製
品などが採用されている。しかしながら，このような自
動化技術が進展してもなお，溶接工程における生産性の
追求と溶接継手の品質確保という二つの課題の両立が難

しい。高速溶接，連続溶接化による生産性追求のなかで，
溶接欠陥の発生を招き，欠陥の除去・修正に人手を要す
ることから結果的に生産性の低下を招いている。
　溶接スパッタはアーク溶接における欠陥の一つであ
る。シールドノズルや部材に付着したスパッタを除去す
るなどの手直し作業が必要となるだけでなく，シールド
ノズル先端に付着してシールド不足を引き起こすことに
より継手の品質を損なう。溶接時に発生するスパッタの
低減は，アーク溶接中の溶滴移行形態を制御することで
可能であり，溶接材料 1 ），溶接電源・機器 2 ），シールド
ガスなどの各分野で課題解決に向けた研究・開発がなさ
れている。
　近年，溶接電源・機器による極低スパッタ化技術とし
て，「ワイヤ送給制御機構を有するアーク溶接システム」

（以下，ワイヤ送給制御アーク溶接法という）を搭載し
た溶接ロボットが普及しつつある。しかしながら，極低
スパッタ化を実現する一方で，溶接の長時間化が給電チ
ップの摩耗を進行させ，アーク不安定を引き起こすこと
で溶接品質の低下を招いている。このような問題を解決
するために当社は，ワイヤ送給制御アーク溶接法専用の
ソリッドワイヤ（Fシリーズ）を開発した。本稿では，
ワイヤ送給制御アーク溶接法の概要を説明した後，開発
ワイヤの狙いとその特長について紹介する。

1 ．ワイヤ送給制御アーク溶接法

　ワイヤ送給制御アーク溶接法の先駆けは，オーストリ
アFronius International GmbHのCMT® （Cold Metal 
Transfer）である。欧米の自動車メーカからの要望がき
っかけとなり，薄板溶接施工におけるスパッタ低減や溶
接ひずみ軽減，溶落ち防止を追求した結果生み出された
技術といわれている 3 ）。その後，日本では，パナソニッ
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クスマートファクトリーソリューションズ㈱のActive 
TAWERS®に搭載されたAWP（Active Wire Process）4 ），
㈱安川電機のEAGL（Enhanced Arc robot welding for 
low spatter）工法，㈱ダイヘンのシンクロフィード® 5 ），
また海外でも本技術の開発，実用化が進んできた。
　ワイヤ送給制御アーク溶接法は，電流波形とワイヤ送
給方向の正・逆転を同期させることで溶滴移行を制御し，
スパッタを大幅に低減する。ワイヤ送給制御アーク溶接
法における電流波形とワイヤ送給の模式図を図 1 に示
す。従来の定電圧溶接は，電流や電圧が時間に対してほ
とんど変動せず，一定の波形となる。また，パルスマグ
溶接は，ピーク期間と呼ばれる大電流のパルス電流と，
ベース期間と呼ばれる小電流のベース電流を周期的に繰
り返す波形となる。いっぽう，ワイヤ送給制御アーク溶
接法は，アーク期間と短絡期間とを繰り返す電流・電圧
波形に合わせてワイヤ送給方向を正転，逆転と変化させ
る点で異なる。
　アーク溶接における溶滴移行形態は，シールドガスの
組成と使用電流域に応じて変化する 6 ）。電源・機器メー
カは，ワイヤ先端に形成した溶滴にかかる力（電磁ピン
チ力，熱的ピンチ力，アーク力）のバランス関係のなか
で，電流，電圧・送給を制御することで溶滴移行制御を
可能にしてきた。パルスマグ溶接の溶滴移行は，ピーク
電流期間で溶滴を形成し，ベース期間で溶滴を離脱させ
ることによってスプレー移行を広い電流範囲で実現す
る。いっぽう，ワイヤ送給制御アーク溶接法は，電流・
電圧波形とワイヤ送給方向を同時制御することでワイヤ
先端の溶滴を溶融池に接触させながら移行させる，いわ
ゆる短絡移行を広い電流域で実現する。
　ワイヤ送給制御アーク溶接法における溶滴移行形態と
電流・電圧波形との関係を図 2 に示す。短絡移行で発生
するスパッタは，主に溶融池と溶滴が接触した後の再ア
ーク時に発生する。そこで，ワイヤ送給制御アーク溶接
法では，短絡期間ではワイヤ送給方向を逆転（①）させ
るとともに電流を抑えることで再アークによるスパッタ
を抑制する（②）。その後，ワイヤが溶融池から引き上
がった状況でアークを発生させるとともにワイヤ送給方
向を正転（③）させて溶融池に短絡させ，溶滴を移行す
る，という制御を繰り返すことによって安定した溶滴移
行と極低スパッタ化を実現している。
　近年，ワイヤ送給制御アーク溶接法は高電流，高速溶
接化の方向に進んでいる。溶滴移行の制御が難しい
100%CO2，250 A以上のグロビュール移行となる電流域
でも低スパッタ化が可能となってきた 5 ）。高電流域にお
ける溶滴移行の制御は，ワイヤ送給制御の高周波化と，
平均ワイヤ送給速度を一定にするワイヤバッファ 5 ）の
ような新たな機構を追加することでワイヤの干渉を最小
にするなど，ハード・ソフト両面で技術が洗練されるこ
とで実現に至った。その結果，同溶接法の課題であった
溶込み量も確保可能となり，板厚が大きい足回り部品に
一部採用されるまでになってきた。
　しかしながら，中～高電流域での極低スパッタ化が現
実のものとなるなか，高周波（約100 Hz）のワイヤ正・

逆転と同時に，高入熱（高ピーク電流値）化が給電チッ
プへの負荷を高めることによって溶接性に悪影響を及ぼ
すという問題が顕在化してきた。

2 . ワイヤ送給制御アーク溶接法専用ワイヤ 　
Ｆシリーズ

　溶接中のアーク安定性は，給電チップにおける溶接ワ
イヤの通電安定性と関係が深い。ワイヤ送給制御アーク
溶接法は，定電圧溶接法と同一溶着量で比較した場合，
ワイヤ正・逆転による実質的なワイヤ通過量が増加する
ため，給電チップへの負荷を高める。
　消耗電極式のガスシールドアーク溶接に用いられる給
電チップは，全長20～45 mm，直径 7 ～12 mmの円筒
形状である。給電チップの中心にはワイヤが通過する穴
が設けられており，その穴径は溶接ワイヤ径より数
百μm程度大きく設計されている。溶接ワイヤは一定の
曲率を持っており，給電チップ穴の内面に接触してい
る。溶接電流は，主に給電チップ先端から溶接ワイヤに
供給されるため，給電チップの先端が発熱，溶融し，給
電チップ穴の内面が摩耗する。給電チップの摩耗が進行
すると，給電箇所が変動するため，アークが不安定とな
る。また，給電チップ穴が大きくなることにより，被溶
接物に対する溶接の狙い位置が変動し，手直し作業の要
因となる。これらの問題に敏感な顧客では，給電チップ
の交換回数を増すなどの現場対応を余儀なくされている。

図 1  各溶接法における電流波形とワイヤ送給の比較
Fig. 1  Comparison of current waveform and wire feeding in each 

welding method

図 2  ワイヤ送給制御アーク溶接法における溶滴移行形態
Fig. 2  Droplet transfer by wire feeding control arc welding method 

(shilding gas: 100%CO2)
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　耐チップ摩耗性の解決策の一つとして，給電チップの
材質の変更が挙げられる。各種給電チップの耐久性能の
比較を図 3 に示す。ここでは，クロムやジルコニウムを
添加した銅合金チップ，およびニッケルなどを表面にめ
っきした銅チップ，先端に銀タングステンを埋め込んだ
給電チップを対象に調べた。しかしながら，これらの給
電チップは一般的に高価であり，顧客の生産コストを高
める要因になるため適用は限定的である。
　そこで当社は，新たなアプローチとして給電チップの
摩耗を軽減するワイヤ送給制御アーク溶接法専用ソリッ
ドワイヤの開発に取り組んだ。本章では，当社が開発し
たワイヤの汎用タイプ「  注 1 ） MG-1T（F）」，
低スラグタイプ「  MG-1S（F）」，および耐気
孔性向上タイプ「  MG-1Z（F）」の三製品を
紹介する。
2. 1　ワイヤ送給制御アーク溶接法専用ワイヤMG-1T（F）
　MG-1T（F）は，ワイヤ送給制御アーク溶接法専用に
開発し，自動車向けで使用される軟鋼や440MPa級鋼な
どの溶接に適用されるJIS Z 3312 YGW12に適合した汎
用ソリッドワイヤである。給電チップの摩耗に関して
は，過去にソリッドワイヤ表面の銅めっき有無による摩
耗機構に関する研究 7 ）がなされ，ワイヤの表面性状が
給電チップ内溝との接触状態を変化させ，摩耗量に影響
することが明らかにされている。この点を踏まえて，表
面性状を適切に制御したソリッドワイヤを開発し，耐チ
ップ摩耗性を向上させた。以下に，その特性を示す。
2. 1. 1　耐チップ摩耗性
　給電チップの耐摩耗性の調査にあたって， 1 時間連続
でアーク溶接を実施し，評価した。連続溶接試験後の給
電チップ先端写真および最大摩耗量を図 4 に示す。ここ
で，最大摩耗量は，溶接後のチップ先端部の拡大画像に
基づいて計測した最大穴径から溶接前の穴径を差し引い
た値と定義した。
　ワイヤ送給制御アーク溶接法の最大摩耗量は，従来の
定電圧溶接と比較すると一般的に大きくなる。溶接電流
200 A，汎用の銅製給電チップで評価した結果，開発ワ
イヤは従来ワイヤ（YGW12）と比較して半分程度の摩
耗量となった。
　さらに，開発ワイヤと耐摩耗性を向上した給電チップ
とを組み合わせた場合の効果を確認した。給電チップの
耐摩耗性に及ぼす溶接ワイヤと給電チップの種類の影響
を図 5 に示す。溶接電流を250 Aに設定し，より厳しい
溶接条件で耐摩耗性を評価した。高電流化によってチッ
プ摩耗量は図 4 の結果よりさらに大きくなる傾向であ
り，銀タングステンチップ，クロム銅合金製チップ，通
常の銅チップの順に大きくなった。ワイヤの影響につい
ては，開発ワイヤの耐摩耗性は，いずれの耐摩耗チップ
を使用しても従来ワイヤより向上した。また，アークの
安定性も同時に評価しており， 1 時間経過しても電流・
電圧波形の変動幅が従来ワイヤより開発ワイヤのほうが
小さいことを確認している。

　以上の結果より，給電チップの摩耗が問題となる溶接
現場においては，適切なワイヤと給電チップの材質を選
択することによって給電チップの摩耗量を極小化できる
といえる。
2. 1. 2　ビード形状とスパッタ発生量
　図 6 に溶接後のビード外観と断面形状を示す。2 種類
のシールドガス（Ar+20%CO2，100%CO2）のいずれで
も良好なビード形状が得られている。図 7 は100%CO2

における溶込み形状に及ぼす溶接速度の影響を示す。開
発ワイヤは，従来ワイヤ（YGW12）と化学成分がほぼ
同等であり，各溶接速度において同等のビード形状が得
られた。
　ビードオンプレート溶接時におけるスパッタ発生量を

図 3  給電チップの材質と耐久性能の比較
Fig. 3  Comparison of material and durability performance of contact tip

図 4  給電チップの摩耗量の比較
Fig. 4  Comparison of wear amount of contact tips

(welding current: 200 A, welding speed: 30 cpm, one hour 
continuous welding, 100%CO2)

図 5  溶接ワイヤによるチップ材質とチップ摩耗量の関係
Fig. 5  Relationship between tip material and wear amount of 

contact tips by kinds of welding wire
 (welding current: 250 A, welding speed: 30 cpm, shielding gas: 

100%CO2, one hour continuous welding)

脚注 1 ） は当社の商標である。
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図 8 に示す。溶接電流200 Aおよび250 A，シールドガ
ス100%CO2の溶接条件において，ワイヤ送給制御アー
ク溶接のスパッタ発生量は従来の定電圧溶接と比較して
十分に低値となっている。
　以上より，MG-1T（F）は給電チップの耐摩耗性を向
上させると同時に，ワイヤ送給制御アーク溶接法による
低スパッタ性能が得られるワイヤであるといえる。次節
以降で説明する低スラグタイプ「MG-1S（F）」および耐
気孔性向上タイプ「MG-1Z（F）」ともに，MG-1T（F）の
給電チップの耐摩耗性向上技術をベースに開発した。
2. 2　スラグ低減ワイヤMG-1S（F）の概要
　自動車向け足回り部品は一般的に，耐錆（たいせい）
性を確保する目的でカチオン電着塗装が施される。溶接
部に発生するスラグは，電着塗装時に通電を阻害するた
め塗装欠陥の要因となり，使用環境下において腐食の発
生起点となる。ワイヤ送給制御アーク溶接法が適用され
る電流域の上昇とともに，溶接スラグの発生量も増加す
る傾向にある。
　溶接ビード上の塗装不良を低減する手法としては，①
非導電性溶接スラグ（Si主体）の発生抑制，②溶接スラ
グ凝集による塗装欠陥箇所の低減などがある。①の対策
例としては，シールドガス中のCO2比率を低減すること

によってスラグ生成量を低減する方法である。しかしな
がら，ワイヤ送給制御アーク溶接法は，100%CO2でも
極低スパッタ化を可能とすることが最大の特長である。
そのため，Ar-20%CO2から100%CO2に切り替えて導入
するケースもあり，シールドガス中の酸素源低減による
対策は現実的ではない。
　そこでMG-1S（F）は，溶接ワイヤ中のSiやMn量を
抑制することでスラグ源を抑制しつつ，Sを微量添加し
た設計となっている。Sは，溶融金属の粘性と表面張力
を低下させてスラグを凝集させる上記②の効果があり，
溶融池上のスラグをアークに追従させながらクレータ部
に凝集することが可能となる。
2. 2. 1　低スラグ性
　図 9 は高速度ビデオカメラを用いて溶接中のスラグ
の状態を観察した画像である。溶接始端部から50 mm
の位置におけるアーク近傍を撮影した。最も明るい部分
はアーク，長く伸びた三角の領域が溶融池を表してお
り，その中に見える球形物が溶接スラグである。従来ワ
イヤのスラグは凝集しにくく，溶融池と凝固した金属の
境界に固まっている様子が観察された。いっぽうMG-1S

（F）のスラグは，アークから少し離れた溶融池の中央
付近で凝集しながら拡大していく様子が確認された。
　従来ワイヤおよび開発ワイヤMG-1S（F）のビード上
のスラグ外観を図10に示す。従来ワイヤのスラグはビ
ード表面に点在した状態で存在する。スラグの発生量
は，100%CO2で溶接したビードで増加する傾向にある。
いっぽう，MG-1S（F）のスラグはビード定常部に残留
せず，クレータ部に凝集している。100%CO2でも，クレ
ータ部に凝集したスラグの量は増加しているものの同様
の傾向を示している。また，クレータ部に凝集したスラ
グは，ビード定常部に残留したスラグと異なり，自然は
く離しやすい特徴も見られた。

図 8  スパッタ発生量の比較
Fig. 8  Comparison of spatter generation (shielding gas: 100%CO2)

図 7  MG-1T（F）の溶接ビード外観と溶け込み形状
Fig. 7  Influence of welding speed on sectional shape of welding 

bead of MG-1T(F)
 (lap welding, shielding gas 100%CO2, SPCC 2.3 mmt)

図 6  MG-1T（F）の溶接ビード外観と溶込み形状
Fig. 6  Bead appearance and penetration shape of fillet welding of               

MG-1T(F)
 (welding current: 200 A, welding speed: 80 cpm, lap welding, 

SPCC 2.3 mmt)

図10  スラグ生成状況に及ぼす溶接ワイヤとシールドガスの影響
Fig.10 Effect of welding wire and shielding gas on slag formation 

condition
 (welding current: 250 A, welding speed: 80 cpm, lap welding, 

SPCC 3.2 mmt)

図 9  従来ワイヤと MG-1S（F）における溶接中のスラグの高速度
ビデオカメラ画像

Fig. 9  High speed video image of slag during welding using 
conventional wire and MG-1S (F)
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2. 2. 2　ビード断面形状
　図11に開発ワイヤMG-1S（F）のビード断面形状を示
す。ワイヤ送給制御アーク溶接法で溶接したビードは短
絡溶接で低入熱となるため，一般的に凸形状となりやす
い。しかしながらMG-1S（F）は，一般的な溶接ワイヤ
に比べて溶融金属の表面張力が小さいため，よりフラッ
トでかつ止端部も滑らかな形状となりやすい。
　成分制御によるスラグ凝集化は，腐食源となる未塗装
部の低減に有効であることを述べた。また，フラットな
ビード形状は，溶接部近傍の応力集中を緩和することに
つながる。
　ワイヤ送給制御アーク溶接は，極低スパッタ化を可能
とする電流域の上昇により，耐錆性や信頼性を重視する
足回り部品への適用が拡大しつつある。そうしたなかで
MG-1S（F）は，スラグ低減と止端形状の平滑化により，
溶接部の品質および性能向上に大きく寄与することがで
きる製品である。
2. 3　耐気孔性向上ワイヤMG- 1 Z（F）の概要
　亜鉛めっき鋼板の溶接では，溶接時の熱によって気化
した亜鉛蒸気が溶融金属中に取り込まれた後，その蒸気
が大気中に完全に脱離する前に金属が凝固してしまうと
ピットやブローホールといった溶接欠陥となる。ワイヤ
送給制御アーク溶接法は，従来のパルスマグ溶接と比較
して短絡移行でかつ低入熱溶接である。このため，アー
ク力が弱く，耐気孔性が劣化しやすい。
　ワイヤ送給制御アーク溶接法においても，溶接電源・
システム面から電流・電圧波形を適正化することにより，
耐気孔性を向上する取り組みが行われている。例えば，
アーク期間における電流値を高く設定し，溶融池内部か
ら亜鉛蒸気の排出を促す方法である。しかしながら，単
純に電流値のみを上げると低スパッタ性を犠牲にするこ
とになる。そこで，アーク期間の中盤以降で電流をなだ
らかに下げつつ入熱を確保するなどの工夫がなされた専
用の溶接波形が提案されている 8 ）。
　従来，定電圧溶接やパルスマグ溶接では亜鉛めっき鋼
板における耐気孔性を向上する溶接材料の開発がなされ
ている。パルスマグ専用溶接ワイヤMIX-1TS /SE-
A1TS 9 ）などである。亜鉛めっき鋼板用溶接ワイヤの設
計思想は，溶融池の粘性を高めることによって亜鉛蒸気
が溶融池内に侵入するのを防ぎ，重ね部後方から積極的
に排出を促すタイプ，および溶融池の粘性を適正にして
アーク直下から積極的に亜鉛蒸気の排出を促すタイプが
ある。前述のワイヤは発生した亜鉛蒸気を積極的に排出
タイプであり，パルス溶接と組み合わせて使用される。
　今回開発したMG-1Z（F）も，アーク直下から亜鉛蒸
気を積極的に排出することを企図して設計した溶接ワイ

ヤである。具体的には，溶融金属の表面張力を増大させ
てアークによる掘下げ効果を得ることにより，亜鉛蒸気
を積極的に排出する。さらに，アーク直下で抜けきれず
に溶融池に入り込んだ亜鉛蒸気に対しては，周期的な電
流・電圧波形による溶融池の振動を利用して排出する思
想で設計した。
2. 3. 1　アーク近傍の溶融池観察と継手の耐気孔性
　高速度ビデオカメラを用いてアーク近傍の溶融池の状
態を観察した画像を図12に示す。MG-1Z（F）は，従来
ワイヤ（YGW12）と比較してアーク期間における溶融
池の挙動に違いが見られた。従来ワイヤ（YGW12）と
比べてMG-1Z（F）の溶融池は，アーク直下で深く沈み
込む傾向があり，かつ溶融池中央から後方にかけて気泡
が発生する様子が観察された。
　亜鉛めっき鋼板溶接継手のビード外観とX線写真を
図13に示す。溶接電流は200 Aで，シールドガスは
Ar+20%CO2とした。ワイヤ送給制御アーク溶接におけ
る電流・電圧波形は亜鉛めっき鋼板専用に作成された溶
接モードでなく，通常鋼板向けの一般的な溶接モードで
溶接した。ピットはビード外観写真より，ブローホール
はX線写真より確認した。従来ワイヤ（YGW12）と比
較してMG-1Z（F）は，溶接ビード上のピットおよび溶
接ビード内部のブローホールともに減少した。
　MG-1Z（F）の耐気孔性に及ぼす電流・電圧波形の影
響を図14に示す。溶接電流180 Aにおいて，単位重量あ
たりのブローホール量は，アーク期間におけるピーク電
流値が高いほど，また溶滴形成・移行の 1 周期が短いほ
ど低減する傾向を示した。本ワイヤの設計思想を反映し
た結果であり，適切に条件を設定することで，さらにブ
ローホール量を低減できる。

図11  MG-1S（F）のビード外観
Fig.11  Bead appearance of  MG-1S(F)

(welding current: 250 A, welding speed: 80 cpm,   shilding gas: 
100%CO2, lap welding, SPCC 3.2 mmt)

図13 亜鉛めっき鋼板溶接継手におけるビード外観とX線写真の
比較

Fig.13 Comparison between bead appearance and X-ray photograph 
of fillet welding of galvanized steel sheet

 (welding current: 200 A, welding speed: 80 cpm, shielding gas: 
Ar+20%CO2, fillet welding, GA440 2.3 mmt)

図12  各溶接ワイヤおよび溶接法における溶滴移行形態の比較
Fig.12 Comparison of droplet transfer in welding wire and welding 

method
 (welding current: 200 A, welding speed: 80 cpm, shielding gas: 

Ar+20%CO2, lap welding, GA440 2.3 mmt)
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　自動車業界においては，軽量化に伴う薄板化が進展す
るにつれてワイヤ送給制御アーク溶接法による亜鉛めっ
き鋼板の溶接箇所も増加している。亜鉛めっき鋼板溶接
時の欠陥抑制に関する理論は諸説あり，十分に解決され
たとは言いにくいが，MG-1Z（F）はピットやブローホ
ールといった気孔欠陥の低減につながり，溶接部の品質
向上やコスト削減に大きく寄与する。
2. 4　開発ワイヤの化学成分と溶着金属の機械的性質
　表 1 に開発ワイヤの化学成分を示す。MG-1T（F）の
化学成分はJIS Z 3312 YGW12に合致している。本ワイ
ヤを用いてJISに準拠した全溶着金属の各種性能を評価
した。全溶着金属の室温引張性能および衝撃性能を表 2
に示す。MG-1T（F）はJIS Z 3312 YGW12で要求される
性能を満足している。MG-1S（F）およびMG-1Z（F）の
全溶着金属の引張強度は440MPa級鋼板に対応してお
り，衝撃値は十分な値を示している。

3 ．実工程における評価事例

　自動車用バンパレインフォースメントの製造工程にお
いて，MG-1T（F）の耐チップ摩耗性を確認した。溶接
条件は，溶接電流：160～180 A，溶接速度：50～60 cpm，

溶接長：15～40 mm，シールドガス：100%CO2とし，
水平および上向き姿勢で板厚 1 mmの重ねすみ肉溶接を
行った。当該溶接現場では，溶接 2 時間ごとに給電チッ
プを交換しており，溶接後の給電チップを回収して給電
チップ先端の調査を実施した。
　図15に溶接後の給電チップの穴径および穴面積を示
す。MG-1T（F）の溶接後給電チップの穴径は，従来ワ
イヤ（YGW12）より小さい傾向を示した。また，給電
チップの穴面積で比較した場合でも，同様の傾向を示し
た。溶接前の給電チップの穴径を1.26 mmとした場合，
MG-1T（F） の 穴 面 積 の 変 化 率 は13%， 従 来 ワ イ ヤ

（YGW12）は29%となっており，MG-1T（F）を用いれば，
チップ摩耗面積は従来ワイヤの約半分となる。溶接開
始，停止を繰り返すだけでなく製造量も変動する実ライ
ンにおいても，チップ摩耗の低減効果を確認できた。

むすび＝ワイヤ表面に特殊な処理を施したワイヤ送給制
御アーク溶接法専用ソリッドワイヤ「Fシリーズ」は，
給電チップの耐摩耗性を向上できる。さらに，同溶接法
の高電流化による自動車足回り部品への適用が広がりを
見せるなか，低スラグ化や気孔欠陥の低減といった新た
なニーズへの展開ができている。同溶接法は，レーザア
ークハイブリッドや 3 D積層造形への適用も検討されて
おり，さらなる技術革新が期待される要素技術といえ
る。いずれの用途においても，溶接の自動化レベルが上
がるにつれて長時間溶接時のアーク安定性は溶接品質に
重要な影響を及ぼす。「Fシリーズ」の普及が，産業界
の競争力向上に大きく貢献することを期待している。
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図14  MG-1Z（F）の耐気孔性に及ぼす溶接条件の影響
Fig.14 Effect of welding condition of MG-1Z(F) on welding defect
 (welding current: 180 A, welding speed : 55 cpm, shielding 

gas: 100%CO2 & Ar+20%CO2, fillet welding, GA440 2.3 mmt)

表 1  溶接ワイヤの化学成分
Table 1  Chemical compositions of welding wire

表 2  全溶着金属の引張性能および衝撃性能
Table 2  Tensile and impact properties of deposited metal

図15  溶接後の給電チップの穴径（左）および穴面積（右）
Fig.15 Diameter (left) and area (right) of holes of contact tips after 

welding
 (current: 160～180 A, welding speed: 50～60 cpm, shielding 

gas: 100%CO2)


