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まえがき＝近年,自動車のCO2排出量低減を目的とした
車両軽量化のため，アルミ合金や樹脂を適用するマルチ
マテリアル構造の研究 1 ）～ 3 ）や，高強度鋼板適用による
板金構造薄肉化の開発 4 ）～ 6 ）が加速している。自動車部
品はその部位ごとに要求される性能レベルが異なり，と
くに足回り部品には高い剛性と耐疲労性が要求される。
そのため，足回り部品はアーク溶接を多用した板金構造
が多く採用されており，軽量化には高強度鋼板適用によ
る薄肉化が効果的である。
　しかしながら，鋼板の薄肉化に際しては，腐食減肉に
よる剛性，静的強度，および疲労強度の低下が懸念され
る。また，腐食を抑制するために亜鉛めっき鋼板を使用
した場合でも，溶接部に気孔欠陥が生じることによる継
手強度低下の懸念があるうえ，気孔欠陥の完全な制御は
困難である。
　とくに，アーク溶接後のビード表面には絶縁物である
スラグが不可避的に生成するため，電着塗装が阻害され
て未塗装部が生じ発錆 （はっせい）の要因となる。また，
溶接ビード止端部は応力集中箇所となるため，この形状
が疲労強度に影響を及ぼす。そのため，アーク溶接部の
電着塗装不良の改善，気孔欠陥抑制，疲労強度向上を実
現することが足回り部品の軽量化には必須であるといえ
る。
　当社では，これまでにスラグ低減による電着塗装不良
抑制および亜鉛めっき鋼板での気孔欠陥低減に取り組
み，それぞれMX-MIG法 7 ），J-SolutionTM Zn注 1 ） 8 ）と呼
ばれるアーク溶接法および溶接材料を開発してきた。し
かし，これらの手法はワイヤ成分やシールドガス組成と

いった構成要件がトレードオフの関係にあるため各性能
の両立が困難であった。
　そこで当社は，440～780MPa級鋼板が適用される足
回り部品を対象に新たな溶接方法（以下Hi-Arプロセス
という）を考案した。また，さらなる軽量化を目的とし，
980MPa級鋼板への適用も視野に入れた同手法の改良に
取り組んだ。

1 ．スラグ低減および気孔欠陥低減に対する従
来技術

　鋼板および溶接材料中のSi，Mnなどの元素が溶接中
の高温環境において酸素と反応することにより，スラグ
は生成する。そのため，スラグ低減のためにはシールド
ガス中の酸化性ガスの割合を下げ，生成反応そのものを
抑制することが有効である。また，溶接ワイヤからSを
供給して溶融金属の対流を制御し，溶接終端部（以下，
クレータ部という）にスラグを凝集させて塗装不良とな
る箇所を低減することも可能である 9 ）。
　いっぽう，気孔欠陥低減のためには，溶融池に作用す
るアーク圧力を強化し，めっき鋼板由来の亜鉛蒸気が溶
融金属に取り込まれる前に積極的に外部へ排出すること
が重要とされる。具体的な方法としては，シールドガス
中の酸化性ガスの割合を増加させ，熱的ピンチ効果によ
りアークを緊縮させる方法が有効である。さらに，S添
加量の低減により溶融金属の表面張力を増大させる方
法，パルス溶接により瞬間的に高い電気エネルギーを投
入する方法も亜鉛ガスの排出促進に有効である。
　以上は一般的な知見，あるいは当社がこれまでの技術
開発で得た知見であるが，これらの技術はトレードオフ
の関係にある（表 1 ）。
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2 ．Hi-Arプロセスの考案

2. 1　低スラグ性と耐気孔性の両立
　冒頭で述べたとおり，足回り部品の軽量化を実現する
ためには溶接部の塗装不良低減と耐気孔性向上が必須と
なる。そこで，これらを両立させるべく溶接プロセスの
検討に取り組んだ。前提として，自動車業界において広
く採用されている，ソリッドワイヤを対象に検討を進め
た。
2. 1. 1　供試材と実験方法
　スラグ凝集性に影響を及ぼす元素のS添加量と，スラ
グ生成反応に影響するシールドガスの組成をパラメータ
として重ね溶接を実施した。供試ワイヤの化学組成を表
2 に示す。
　供試鋼板は板厚2.0 mmの440MPa級合金化溶融亜鉛め
っき鋼板（亜鉛目付量45 g/m2）とした。トーチ傾斜角
度は水平方向から55°，前進後退角は 0 °とした。溶接長
は180 mm，ワイヤ送給量は 5 m/min，電圧は適正値に
調整，溶接速度は60 cm/minとし，パルスMAG溶接を
実施した。
2. 1. 2　低スラグ性に及ぼすシールドガス組成とワイヤ

中S量の影響
　 2 値化によりクレータ部を除いた溶接ビードに占める
スラグの総面積を各ワイヤについて求め，スラグ面積率
と定義した。スラグ面積率とシールドガス中CO2比率の
関係を図 1 に示す。S添加量が600 ppmであるWire3は，
Ar80%-CO2 20%でもスラグを終端部に凝集可能であっ
た。また，S添加量を200 ppmとしたWire2は，Ar80%-
CO2 20%ではスラグ凝集に至らなかったが， Ar95%-
CO2 5 %までCO2 比率を低下させることによりスラグ総
量を減少し，スラグ凝集を達成した。いっぽう，S添加
量が最も少ないWire1では， Ar95%-CO2 5 %までCO2 比
率を低下させても終端部へのスラグ凝集には至らなかっ
た。
2. 1. 3　耐気孔性に及ぼすシールドガス組成とワイヤ中

S量の影響
　Sを多量に含有するWire3は，冒頭で述べたように亜
鉛めっき鋼板の溶接時に気孔欠陥が発生しやすい。シー
ルドガス中のCO2 比率を増加させることにより，ブロー
ホールを抑制しつつスラグ凝集を維持できる可能性があ
るが，スパッタの増加を招くという問題がある。そのた
め，溶接性の観点と合わせて，S添加量の適正化とCO2

比率低減により低スラグ性と耐気孔性の両立を図ること
とした。

　Wire2について，各溶接モードでの溶接ビードに対す
る気孔欠陥占有率を図 2 に示す。溶接ビード全長のX
線透過画像を 2 値化して気孔欠陥の面積を求め，ビード
総面積で割った値を気孔欠陥占有率と定義した。従来の
知見10）と同様に，CO2 比率の低下に伴い気孔欠陥占有率
が増加する傾向を確認した。また，パルス溶接の適用に
より，Ar95%-CO2 5 %でも気孔欠陥占有率を低位に抑
えられており，定電圧溶接（図 2 中CVと表記）やワイ
ヤ送給制御溶接（図 2 中WFCと表記）と比較しても気
孔欠陥占有率は低位に抑えられていた。
2. 2　シールドガス流によるスラグ生成状況変化
　アーク溶接におけるシールドガスの役割は，アークの
安定化と大気中の酸素，窒素の溶接金属への侵入防止で
ある。冒頭で述べたように，シールドガス中の酸化性ガ

表 1  スラグ低減と気孔欠陥低減技術の構成
Table 1  Components of welding process for reducing slag and porosity defects

図 1  スラグ面積率とシールドガス中CO2比率の関係
Fig. 1  Relationship between slag area ratio and CO2 content of 

shielding gas

図 2  気孔欠陥占有率とシールドガス中CO2比率の関係
Fig. 2  Relationship between porosity area ratio and CO2 content of 

shielding gas

表 2  供試ワイヤの化学組成
Table 2  Chemical composition of test wires
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スの割合を下げることにより，スラグ生成反応を抑制で
きる。これに加えて，シールド範囲やシールドガス流速
により，スラグ生成反応に及ぼす酸化性ガスの量も変化
する。そこで，これらの要素がスラグ生成状況に及ぼす
影響を調査した。
2. 2. 1　実験方法
　シールドノズル内径を13，16，19 mmの 3 種類とし，
ガス流量を10～30 L/minの範囲で変化させて溶接を実
施した。Wire1およびWire2を供試ワイヤとした。その
他の溶接条件は2.1節と同様である。
2. 2. 2　スラグ生成状況に及ぼすシールドノズル内径の

影響
　Ar80%-CO2 20%，ガス流量20 L/minの条件でWire1
を用いて溶接した際のビード外観を図 3 に示す。ノズル
内径が大きくなるにしたがってスラグ面積が減少する傾
向が確認できた。そこで，ノズル内径やガス流量がスラ
グ生成状況に及ぼす影響を詳細に解析するため，高速度
ビデオカメラ（HSV）による溶融池の観察を実施した。
2. 2. 3　溶融池状態に及ぼすガス流速の影響
　溶融池のHSV観察像を図 4 に示す。観察像の中で溶
融池の様相が特に大きく異なっていた条件は，ノズル内
径：19 mm，ガス流量：10 L/minとノズル内径：13 mm，
ガス流量：30 L/minの条件であった。具体的には，ノ
ズル内径：13 mm，ガス流量：30 L/min条件では溶融
池後方の凝固界面での酸化物生成量がより多くなってい
た。HSV観察の結果，スラグが酸化物を含む凝固界面
に接触すると溶接ビード上に残存することが確認され
た。すなわち，酸化物を除いた実質的な溶融池の大きさ
がクレータ部へのスラグ凝集の成否を左右すると考えら
れる。そこで，酸化物を除いた溶融池面積と，溶融池上
の円形スラグ単体の面積を算出し，ガス流速に対して整

理した。この結果を図 5 に示す。酸化物を除いた溶融池
の面積とスラグ単体の面積はそれぞれ，ガス流速の最も
遅い場合の値を基準とした比率で表している。
　実質的な溶融池の面積比率は，ガス流速の増加に伴い
小さくなる傾向を示した。この要因については，斉藤ら
の報告11）にあるように，シールドガス流と大気の速度
差が増大したことで，シールドガス流に引き込まれる大
気量が増加したためと考えられる。
　いっぽうで，スラグの面積比率とガス流速との相関は
認められなかった。この点に関して，スラグ面積比とシ
ールドガス流量の関係を図 6 に示す。ノズル内径：
13 mm，ガス流量：10 L/minの結果を除いては，ノズ
ル内径によらずガス流量の増加に伴いスラグ面積率は増
加する傾向が得られた。このことは，シールドガス流量
の増加によって，溶融池近傍に供給されるCO2 の絶対量
が増加していることを示していると考える。ノズル内
径：13 mm，ガス流量：10 L/minの結果は，シールド
不良が生じたためにスラグ生成量が増加したと推測され
る。
　以上の結果から，スラグを安定して溶接終端部に凝集
させるためには，ノズル内径を大きくし，ガス流速を低
減することによりスラグをアークに追従させられる実質
的な溶融池面積を大きくすることが有効といえる。
2. 3　鋼板強度がスラグ生成状況に及ぼす影響
　鋼板強度を上昇させるために多用されるSi，Mnなど
の合金元素は，スラグ生成を促進する。そのため，プロ
セスの実用性の観点からは，440MPa級以上の高強度鋼
板に対してもスラグ凝集による塗装不良の改善が必要で
あると考える。これまでの検討で得られた条件下（ワイ

図 4  溶融池のHSV観察像
Fig. 4  HSV images of molten pool

図 3  ノズル内径によるスラグ生成状況の差違
Fig. 3  Comparison of slag generation by nozzle diameter

図 6  スラグ面積比とシールドガス流量の関係
Fig. 6  Relationship between area fraction ratio of slag and gas flow 

rate

図 5  溶融池およびスラグ面積比とガス流速の関係
Fig. 5  Relationship among area fraction ratio of molten pool, slag 

and gas flow velocity
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ヤ中のS量：200 ppm程度，シールドガス組成：Ar95%-
CO2 5 %，シールドガスノズル内径：19 mm，溶接モー
ド：パルス溶接）で鋼板強度によるスラグ生成状況の差
違を調査した。
　板厚：2.0 mmの440～780MPa級非めっき鋼板を用い
て重ねすみ肉溶接を実施した際のビード終端部近傍の外
観を図 7 に示す。いずれの鋼板においてもスラグが終端
部に凝集しており，塗装不良部の低減が期待できる結果
となった。しかしながら，鋼板の高強度化に伴い，終端
部に凝集したスラグの剥離性は悪化する傾向があった。
これは，鋼板に含まれるSi，Mn，Ti，Al等の元素の
量が変化し，スラグ自体の組成が変化したことが要因と
考えられる。

3 ．Hi-Arプロセスの効果

　自動車足回り部品の軽量化を達成すべく，低スラグ性
と耐気孔性を両立する新たな溶接方法として，①S微量
添加ワイヤ，②高Ar組成シールドガス，③太径ノズル，
④パルス溶接を組み合わせたHi-Arプロセスを開発し
た。続いて，本プロセスにより得られた溶接継手の各種
性能について評価を行った。
3. 1　塗装後耐食性
　Hi-Arプロセスで作製した溶接継手の塗装後耐食性を
腐食促進試験により評価した。比較材（従来プロセス）
は，一般的なソリッドワイヤ（JIS Z 3312 YGW12相当）
とAr80%-CO2 20%のMAG溶接で作製した。鋼板は板厚
2.0 mmの440MPa級非めっき鋼板とした。溶接後にりん

酸亜鉛系の化成処理と，カチオン電着塗装を施した。耐
腐食性は，複合サイクル試験（CCT）により評価した。
　図 8 にCCT結果を示す。従来プロセスではCCT:10サ
イクル時点で溶接部から発錆したが，Hi-Arプロセスで
はCCT:30サイクル時点においても発錆しなかった。こ
のことから，Hi-Arプロセスでは従来プロセスの 3 倍以
上の塗装後耐食性が得られることが示された。
3. 2　耐疲労性
　Hi-Arプロセスのもう一つの狙いとして，溶接継手の
疲労強度向上がある。プロセス構成要素である，①S添
加ワイヤによる溶融金属表面張力の低減，②シールドガ
ス中のAr比率増加によるアーク広範囲化，③パルス溶
接の適用は，いずれも溶接部を幅広かつ平滑にする作用
を有する。溶接ビード止端部を拡大した断面写真を図 9
に示す。止端形状を表すフランク角，止端半径ともに
Hi-Arプロセスのビード止端部は，従来プロセスの止端
部と比較して応力集中しにくい滑らかな形状になってい
る。
　重ねすみ肉溶接継手の平面曲げ疲労試験結果を図10
に示す。Hi-Arプロセスは従来プロセスと比較して，1.0
×10 7 における負荷応力が約1.5倍向上していた。
3. 3　実部品での検証
　テストピースレベルでスラグ低減，耐気孔性の確保，
疲労強度の向上を確認できたため，実部品での評価を実
施した。実部品の溶接では，板間ギャップや溶接姿勢の
変化により，アークや溶融池の流れが不安定になりやす
い。これらの影響がある場合において，Hi-Arプロセス
に期待される性能が得られるかを現行量産車のサスペン
ションクロスメンバーを用いて検証した。図11に溶接
後の外観写真を示す。
　円周溶接部，T字すみ肉溶接部，重ね溶接部のいずれ

図 7  440～780MPa級鋼板溶接部のビード外観
Fig. 7  Bead appearance of 440-780MPa class steel sheet

図 8  従来プロセスとHi-Arプロセスの塗装後耐食性比較
Fig. 8  Comparison of corrosion resistance after coating between 

conventional process and Hi-Ar process
図10  平面曲げ疲労試験結果

Fig.10  Results of plane bending fatigue test

図 9  止端形状の比較
Fig. 9  Comparison of toe shape
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においても，終端部にスラグが凝集するとともに平滑な
溶接ビード形状が得られた。また，亜鉛めっき鋼板を使
用しているT字すみ肉溶接部，重ね溶接部について，ピ
ットの発生を抑制できた。図12に電着塗装後の溶接部
外観を示す。Hi-Arプロセスの適用により，溶接ビード
上の塗装不良は抑制されており，テストピースと同様に
塗装後耐食性の向上が期待できる結果となった。

4 ．超ハイテン鋼板への適用

　これまでに開発したHi-Arプロセスは，現行車両の足
回り部品に広く用いられている440～780MPa級の鋼板
に対して有効なプロセスであるが，さらなる足回り部品
の軽量化に向けて980MPa級鋼板にHi-Arプロセスの適
用を図った。
　溶接後とCCT30サイクル時点でのビード外観を図13
に示す。終端部へのスラグ凝集は達成していたものの，
ビード端部からの発錆が見受けられた。440MPa級鋼板
と980MPa級鋼板溶接ビードの電着塗装後の外観比較を
図14に示す。440MPa級鋼板ではビード全体が電着塗装
されて不良部は発生しなかった。これに対し，980MPa
級鋼板ではビード上板側端部に，線上に連なった塗装不
良が発生した。また，ビード下板側端部にも一部塗装不
良が生じた。これらは，鋼板母材に含まれるSi，Mn等
の元素の増加によるスラグ量の増加が原因と考えられ
る。そこで，塗装不良抑制を目的にHi-Arプロセスの改
良に取り組んだ。また，プロセスの改良にあたり，溶接
終端部のスラグの抑制にも着手し，さらなる塗装不良低
減を図った。
4. 1　改良型Hi-Arプロセスの考案
　前述したとおり，鋼板の高強度化に伴ってスラグ量が
増加するため，溶接終端部にスラグを凝集させることは
困難となる。また，スラグを凝集させる技術のため，溶

接終端部の塗装不良は抑制できない。したがって，部品
設計により溶接終端部を腐食環境から遠ざけるなどの工
夫が必要となる。
　そこで，従来のスラグ凝集手法とは異なり，スラグを
ビード上に薄く均一に分散させることにより，溶接終端
部まで含めた塗装性の確保が可能か否かを検討した。概
念図を図15に示す。通常，アーク溶接中に生成された
スラグは，トーチの移動および溶融池の対流によって溶
融池後方の凝固界面へ断続的に堆積する。このとき，ス
ラグは図 3 に示すようにビード上に点在し，ビード表面
のFe系酸化被膜よりも厚くなる。スラグ凝集手法では，
溶融池の対流を制御することにより，これらのスラグを
集めてクレータ部まで保持する狙いがある。これに対し
て，図15の方法では，スラグが凝集・肥大化する以前に
凝固界面へ連続的にトラップさせてスラグの厚さを減じ
る（均一化する），もしくはFe系酸化被膜の生成を促進
することにより，スラグを酸化被膜で被覆できると推測
した。
4. 1. 1　実験方法
　780MPa級の溶接ワイヤと板厚2.0 mmの980MPa級非

図12  電着塗装後溶接部外観
Fig.12  Bead appearance after electro deposition coating

図11  サスペンションクロスメンバー外観
Fig.11  Appearance of suspension cross member

図15  塗装不良抑制の新方針
Fig.15  New idea for reducing coating defects

図14  電着塗装外観比較
Fig.14 Comparison of weld bead appearance after electro deposition 

coating

図13  980MPa級鋼板へのHi-Arプロセス適用結果
Fig.13 Application result of Hi-Ar process for 980 MPa class steel 

sheet
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めっき鋼板を用いて重ねすみ肉溶接を実施した。シール
ドガスノズル内径は13～19 mmとし，溶接速度は60～
150 cm/minとした。ワイヤ送給量は溶接速度ごとに同
等の溶着量となるように設定し，指示電圧はアーク長を
確認しながらそれぞれの適正値とした。その他条件につ
いては2.1節と同一である。
4. 1. 2　改良型Hi-Arプロセスによるスラグ低減
　溶接条件とスラグ分布状態の関係を見るため，ビード
外観およびHSV観察像を比較した（図16）。ノズル内径
が13 mm，溶接速度が60 cm/minの場合など，いくつか
の溶接条件で定常部および終端部にスラグが存在しない
という結果が得られた。終端部も含めたビード上のスラ
グ面積率を 2 値化して求めた結果を図17に示す。溶接
速度が高速となる，あるいはノズル内径が一定以下とな
ることでスラグ面積率が減少する傾向を確認した。な
お，HSV画像からはスラグ面積率が減少した際でもス
ラグ自体は生成しており，凝固界面近傍に存在している
ことが確認できる。そこで，ビード断面観察からスラグ
の存在状態を調査した。
 4.1.3　改良型Hi-Arプロセスにおけるスラグ存在状態
　スラグ存在状態に関して，ビード中央の元素マッピン
グ結果とEDS分析結果を図18および図19に示す。溶接
金属表面に存在する酸化物はFeを主体とし，Si，Mnな
どのスラグ成分を内包していることが分かった。いっぽ
う，通常のHi-Arプロセスを用いた場合には，酸化物は
Fe主体であるものの，Si，Mn等の含有量は著しく減少
し，その厚さも薄くなっていた。
　以上より，改良型Hi-Arプロセスでは当初の狙いどお
り，生成したスラグをビード上に分散させることにより

Fe主体の酸化被膜と一体化した溶接部を得られること
が明らかとなった。
4. 1. 4　改良型Hi-Arプロセスの塗装性
　改良型Hi-Arプロセスでは，ビード上にスラグ成分を
内包したFe主体の酸化物が生成する。この酸化物の塗
装性について調査を行った。電着塗装後の外観を図20

図16  溶接条件とスラグ分布状態の関係
Fig.16  Relationship between welding condition and slag distribution

図17  スラグ面積率と溶接速度の関係
Fig.17  Relationship between slag area ratio and welding speed

図18  溶接ビードの元素マッピング結果
Fig.18  Result of element mapping of weld bead

図19  ビード断面と酸化物とEDS分析結果
Fig.19 Cross section of weld bead and results of EDS analysis of 

oxide

図20  電着塗装外観比較
Fig.20 Comparison of weld bead appearance after electro deposition 

coating
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に示す。従来Hi-Arプロセスではビード端部に塗装不良
が生じていたのに対し， 改良型Hi-Arプロセスではビー
ド全体で良好な塗装状態が得られており，塗装後の耐食
性についても期待できる結果となった。

むすび＝自動車足回り部品の軽量化実現のため，溶接部
の塗装性および耐気孔性，耐疲労性を同時に改善する溶
接技術の開発を試み，Hi-Arプロセスの実用化に至った。
本技術は，後工程におけるスラグの物理的除去や防錆ワ
ックスの塗布，樹脂プロテクタの装着など，これまで一
部の高級車にのみ適用されていた防錆性改善技術とは一
線を画す技術である。今後は，マツダ株式会社を中心に
本技術の実車適用が予定されている。優れた環境性能の
自動車を幅広いお客様に展開できることは，技術者とし
てこの上ない喜びである。引続きさらなる軽量化に向け
て当社独自の技術開発に取り組んでいく。

　本プロセスの共同開発にあたり，防錆性評価や実部品
耐久試験をはじめとした各種評価にご尽力くださいまし
たマツダ株式会社 田中正顕様，深堀貢様，ワイテック
株式会社に厚く御礼申し上げます。
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