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難燃性 M9合金を含む最近の Mg合金展伸材を用いた製品実用化に向けた取組

みとその接合技術、特に溶融溶接法であるアーク溶接とレーザ溶接について、そ

の溶接性の基本的な特徴を解説した。

1.は じめ に

近年、カーボンニュー トラルを目指す国際的な

環境目標達成が掲げられ、自動車や鉄道などの輸

送機器構体の、よリー層の軽量化が求められてい

る。 このような背景の ド、Mg合金の適用 も検討

され始めており、 ものづ くリプロセスの中で Mg
合金の接合技術 も必要とされてきている。

本稿では、Mg合金の接合技術の概要を述べる

と共に、Mg合金の接合法として一般的に使用さ

れている溶融溶接法であるアーク溶接と、新 しい

溶接法であるレーザ溶接の適用特性について、難

燃性 Mg合金を含めて解説する.

2.M9合 金 の溶接 0接合技術 の現況

Mg合金の電性加工技術の進歩により、最近で

は圧延や押出による板厚数 ミリの薄板材や、押出

による丸および角バイブ、Cチ ャンネルなどの形

材の製造が可能 となってきている。

このような Mg合金の展伸材を用 いた製品の
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実用化例はまだ限 られているが、比較的小型の構

造物が、アーク溶接 (主 にティグ溶接)を用いた

溶接構造によって製作されている。例えば、身近

なものには杖や歩行補助具などの福祉用補助器具

がある。また、車椅子では、特にスポーツ用車椅

子に適用されている。自動車関係では、エンジン

関係の部吊lや 車体構造の一部に実用化されている

が、その組立にはボル トなどの機械的締結法が用

いられている。

一方、 Mg合 金製 の大型構造物 と して は、

NEDO研 究開発プロジェク ト (革新的新構造材

料等技術開発)に おいて新幹線車両構体を模 した

長さ5mの オールMg合金製車両構体モックアッ

プが、Ca添加の難燃性 Mg合金を用いて、主に

ミグ溶接による溶接構造体として作製されている。

そ して、その気密疲労試験が実施 されており、

Mg合金の展伸部材の製造ならびにその溶接技術

は実用化 レベルにまで迫 っていることがうかがえ

る。

また、同様 に難燃性 Mg合金を用いた高速鉄

道車両向けの軽量座席椅子の開発プロジェクトも、

いわゆるサポイ ン事業 (2018～ 2020年度)と し
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て行われている。板厚が 15mmか ら3mmの 仮

材 と丸および角パイプか らなる約 90′点の Mg合

金製部材をティグおよび ミグ溶接により溶接 した

複雑な形状のオール Mg合金製溶接構造体であ

り、試作された座席椅子の疲労強度評価が実施中

である。

今後は、カーボンニュー トラルの日標に向けて、

新 しい技術開発が各方面で求められており、軽量

金属構造材である Mg合金を、例えば、 ドロー

ンをはじめ、ソーラー飛行機や空飛ぶ自動車、あ

るいは電動車いすや超小型電動自動車などの構造

材料 として、その溶接・接合技術 と合わせて重要

な役割を担 っていくことが期待される。

3.Mg合 金 の溶接・ 接合 法
1)′ a

表 1に一般的な溶接・接合法の分類を示す。 こ

れ らは、 いずれ もMg合金に適用日」能な方法で

ある。溶接・接合法は、大きくは溶融溶接法、同

相接合法、ろう接法、接着法、機械的締結法に分

類される。

溶融溶接法は、文字どうりに材料を溶融 して接

合する方法であり、使用する熱源によってさらに

細分される。代表的なものにアーク溶接法や レー

ザ溶接法がある。固相接合法は、材料を溶融する

ことなく接合する方法である。真空中で行 う拡散

接合法、材料の塑性流動現象を利用する圧接法や

溶接・接合

合法の分類と種類

アーク溶接
  1三 繁i::_ク溶接

抵抗溶接

 I::I:;ir薔暦

諄驚ξ I篭ギ
=∬拡散接合

摩擦圧接

摩擦撹拌接合(FSW)

爆発圧接

超音波圧接

熱間・冷間圧接
ろう接

接着
機械的接合 (かしめ、リベット、ボルト)

摩擦攪拌接合 (FSW)法などがある。ろう接は、

材料よりも融点の低いろう材のみを溶融 して材料

と反応させることで接合する方法である。一方、

接着法は接着斉」を用いて接合する方法であり、機

械的締結法はリベ ントやボル トで締結する方法で

ある。 これらは接着斉」や リベ ッヽトなどを介 しての

接合であり、材料 との金属羽料1学的な反応には依

らないために問接的接合法と呼ばれるcこ れに対

して、溶融溶接法、固相接合法、およびろう接法

は、いずれも材料 との金属材料学的な反応による

接合法であるために直接接合法に分類される。

4.Mg合 金 の溶 融溶接性

4.l Mg合 金の一般的な性質と溶接時の特性 1)′a

表 2は、 マグネシウム (Mg)、 アル ミニウム

(Al)お よび鉄 (Fe)の 代表的な性質を比較 した

ものであるc以下に、溶融溶接を行 う上でこれら

の性質が溶接性に及ぼす影響についても述べる。

よく知 られているように、Mgは Alよ りも密

度が小さく、実用的な金属材料の中では最 も軽量

である。融点は、651°Cで あり、Alの 660°Cと ほ

ぼ同様な値であるが、沸点が 1107CCと 低 く、 こ

のためにアーク溶接では Mgが蒸発 して ヒュー

ムが発生 しやす くなる。表面張力は、Alの約 60

%と 小さく、溶融部の溶け落ちが発生 し易い。ま

た熱容量 もAlの約 70%と 小さく、板材や溶加棒

も溶けやす くなる。熱膨張係数 は、Alよ りもや

や大 きく、薄板の溶融溶接では溶接変形が大 きく

表 2 Mgの 一般的性質の比較

物性値 単位 温度範囲 Mg AI Fe

密度 Mヴm3 20℃ 270

融 点 ℃

沸 点 ℃ 2056 2735

表面張力 mNノm 融 点 559 4872

比熱 」′kg K 20℃ 1022 444

熱容量 J′m3K 203C 2430 3494

熱膨張率 1 o'6/K 20-1 00"c 422

熱伝導率 W/rn・ K 20°C 733

電気抵抗率 10-t).m 20'C

ヤング率 20'0 0757
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表 3 Mg合 金の溶接性の比較 (ASM hternaJonJ)

製造法 ASTM合金 」IS相 当合金 溶接性

展伸材

AZ10A A

AZ31B MP―AZ31B
MS―AZ31B A

AZ31 C
MP―AZ34 C
MS―AZ34 C

A

AZ61A MPttZ61
MS‐AZ61

AZ80A MS―AZ80
MlA MS― M4 A
ZE40A A
ZK21A
ZK60A MS―ZK60 D

鋳造材

AM100A
AZ63A MC5 C
AZ81A
AZ94 C MC2C
AZ92A
EK30A B

EK44A
EQ24 MC4
EZ33A MC8 A
KlA A

QE22A MC9
ZE41A
llVE43

WE54 MC43
ZC63 MC14
ZK51A D
ZK61A D

A:優れる B:良好 C:普通 D:劣る

なる。熱伝導度は Alの約 70%程度と小さく、熱

がこもりやす くなり、溶融部の溶け落ちを招き易

い。電気抵抗率は、Alの 約 15倍であり、 この

ために Mg合金の抵抗スポッ ト溶接では抵抗発

熱が容易であり、Alに 比 して比較的低電流での

溶接が可能 となる。一方、アーク溶接では、電極

ワイヤの抵抗発熱が大きくなるために電極 ワイヤ

が溶けやす くなり、ワイヤ供給量を多 くする必要

がある。ヤング率は、Alの 約 60%で あり、剛性

確保のために、部材板厚の増加が必要になる場合

がある。

42 Mg合 金の溶接性の比較評価

表 3は 、ASTMに おける各種 Mg合金の溶融

溶接性を展伸材 と鋳造材に分けて評価されたもの

であるコ。表中には JIS相 当合金名 も追記 した。

溶接欠陥である、溶接割れとブローホールの発生

のし易さなどが溶接性の判断となっている。-1受

的には AZ系 や AM系 合金の展仲材の溶接性 は

優れている。表では、A優れる、B良好、C普通、

Mg
20    30    40    6o    60

重量% Zn、 AI

図l Mg AIお よびMg Zn2元系平衡状態図

D劣 る、 と分類 されており、展伸材では ZK60A

以外はその溶接性は優れている。ZK60Aは 後述

する理由で溶接割れが発生 し易い欠点がある。 一

方、鋳造材では、ブローホールが発生 し易いため

に全体的に溶接性のグレー ドは展伸材よりも低 く

なる。なお、鋳造材でも高圧鋳造材 (ダ イカス ト

材)で は、ブローホールの発生傾向が極めて高い

ために一般的には溶融溶接は困難である。

43 溶接欠陥1).2

431 溶接害1れ

一般に合金の凝固に際 しては、固相 と液相が共

存する温度範囲が存在する。固液共存温17_域 にお

ける合金は延性に乏 しく、外部か らの引張変位や

凝同収縮の拘束による引張変位などにより結晶粒

界で害」れが発生 し易い。図 1は、Mg Alお よび

Mg Zn2元系平衡状態図の Mg側 を示す。前者

は AZ系合金、後者は ZK系合金の基本となる合

金状態図であるcい ずれの合金でも共晶反応型の

状態図であり、合金量の増加に伴い液相温度 と固

相温度は低下 し、Mg Al系では437℃ で Mg(AD

固溶体 と化合物 β tt Al12MglFと の共晶反応にお

いて凝固が完了する。 この間は、液相 と固相が共

存 した温度範 FI」 が存在する。 この岡液共存温度範

囲が広いほど溶接害」れが発生する傾向が高いこと

が知 られている。Mg Zn系 では Mg(Al)固 溶体
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図2 AZ91Dダ イカスト材のミクロ組織、(a)母材および (b)ティグ溶接金属部

図る必要がある。

432 ブローホール

Al合金や Mg合金の溶融溶接部で

は、その内部で主に球状をした直径数

ミリ程度までの空子しが発生 し易い。そ

のサイズや個数が増加すると、溶接部

の強度や伸びなどの機械的性質に悪影

と化合物 MgZnと の共晶温度 は 340°Cで あり、

固液共存温度範囲はMg Al系よりも格段に広い。

このために溶接割れが発生 し易 く、溶接性が劣る

ことになる。 なお Al量や Zn量 によって も溶接

害1れの発生傾向は影響を受けるので留意する必要

がある。すなわち、固液共存温度範囲が最 も広い

のは、平衡凝固では共品が発生 し始める Al量

(最大固溶限 126%)と なるが、溶接では凝固時

の冷却速度が著 しく速いために平衡条件か ら外れ

て、低 Al量側に移行することが知 られている。

図 2は、Al合金量が約 9%の AZ91Dダ イカス ト

材の母材およびティグ溶接金属部の ミクロ組織を

示す。最大同溶限以下の Al合 金量であっても、

凝固時の冷却速度が早い非平衡凝固のために、凝

固組織の粒界にはβ相が多量に晶出している。冷

却J速度がより速い溶接部のほうがβ相は小さく、

微細に分布 している。すなわち、 β相が晶出し始

める Al量 は 9%以下であることは明 らかである

が、凝固時の冷却速度に依存すると考えられるた

め、その臨界量を明示することは難 しい。

溶接部の害けれは、溶接部の開始部や終了部 (ク

レータ部)で発生 し易いので、適正な溶加材や溶

接条件を選択することにより、その発生の防 1卜 を

アーク溶接部のブローホール(気孔)発生機構 (ティグ

溶接中の溶融池縦断面における気孔発生模式図 )

アル トピア 20212

響を及ばすことが知 られている。 この空孔は、ブ

ローホールあるいは気孔と呼ばれており、その内

部には主に水素ガスが内包されている。

図 3は、アーク溶接中の溶融池を含む溶接部の

縦断EED(溶接方向に平行な断面)の模式図であり、

ブローホールの発生機構を示 している。 Al合金

や Mg合金 は、岡相状態 と液相状態では水素の

固溶量が大きく異なるc溶融池表面では、大気中

やシール ドガス中に含まれる水分がアークプラズ

マ中で分解されて活性な水素 (H)と なり、 これ

が溶融金属中に大量に吸収される。溶融池後端の

溶融金属が凝同する部分では、固相中に固溶 しき

れなかった水素がその自i方 の液相中に排出されて

濃化され、液相の固溶限を超えることにより水素

ガス分子 (H2)と なり、 これが液相中に気泡を

形成する。その一部は溶融池表面より大気中に放

出されるが、残留 したものは固相中に取 り込まれ

て、ブローホールとなる。

鋳物やダイカス ト材の溶融溶接に際してもブロー

ホールが しば しば発生する。 図 4は 、AZ91Dダ

イカス ト材の ミグ溶接部の断面マクロ写真と、そ

の溶融境界部の ミクロ組織を示す。鋳物やダイカ

ス ト材では、鋳造時に鋳物内に水素ガスなどを含

有 したポロシティーと呼ばれる空孔や気孔が内在

している場合が多いc溶融溶接に際 して鋳物母材

が溶融 したときに、 これらのポロシティー内の水

素ガスなどが溶融池内に1責 出して、図に示すよう

に多 くのブローホールを形成 し易 く、特に高圧鋳

造法であるダイカス ト材やチクソモール ド材では

発生傾向が著 しいので注意する必要がある●。

ブローホールの発生原因となる水素源には、 (1)

図 3
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シールドガ=~

溶接金属部 ブローホール

(a)AZ91 Dダ イカスト材MiG溶接部
に発生したブローホール

ポロシティ

母材部

(b)素材内の水素ガスポロシティー

図4 鋳物・ダイカスト材に特有のアーク溶接部のブローホー
ル (気孔)、 溶接部横断面

シール ドガスなどの溶接雰囲気中の水分由来の水

素、 (2)母 材および溶加材表面の皮膜や有機物な

どの付着物の分解 ガス成分、および(3)鋳 物材な

どの母材内部に含有されているガス成分がある。

ブローホールの発生防止のためには、これらの排

除が重要であり、いわゆる溶接前処理の対策が必

要となる。

5。 アー ク溶接
0'D

51 アーク溶接法の種類

アーク溶接法には多 くの種類があるが、Al合

金や Mg合金に適用可能な方法 はガスシール ド

アーク溶接法と呼ばれる方法であり、表 1に 示 し

たティグ溶接、 ミグ溶接、プラズマ溶接が該当す

る。いずれも溶接中の溶融池や溶加材および高温

の溶接部を大気か ら保護するために、不活性 (イ

ナー ト)ガスであるアルゴンやヘ リウムをシール

ドガスとして用いるためにイナー トガスアーク溶

接法とも呼ばれる。なお鉄鋼材料では、 シール ド

ガスとして炭酸ガスやアルゴンとの混合ガスが一

般的に用いられる。 ここでは、Mg合金の溶接に

一般的に適用されているティグ溶接法とミグ溶接

法について述べるc

藩楼金麗

図5 ティグ (TIG)溶 接法概略図

52 ティグ溶接

ティグ溶接法の概略図を図 5に示す。電極に高

融点金属であるタングステンを用い、被溶接材で

ある母利 との間で大気圧 ドにおいて、専用の溶接

電源を用いて 1数 Vの 低電圧で、数十～数 白A
の大電流放電を持続的に発生させる。 これによっ

てシール ドガスであるアルゴンガスが電離 して温

度が 1～ 15万度の高温のプラズマが発生する。

これをアーク放電と呼ぶ。 この熱を利用 して被溶

接材である 2枚 の母材を、そこに供給された溶加

材 とともに溶融 して接合する方法である。Tung

sten lnert Gas溶 接法の頭文字をとって、TIG

溶接法とも書かれる。タングステン電極には仕事

関数の低い希土類酸化物 (La203、 Ce02)が 1～

2%添加 されており、電子放出能を高めたものが

使用されている。 直径が 12～24mmの 丸棒状

ものが使用電流に合わせて用いられ、その先端は

放電が容易なように 30～ 90度程度に尖 らせた形

状に研肖Jさ れる。

ティグ溶接では、図 6に示すように電極特性が

溶接性に大 きな影響を及ばす。直流放電 (DC)

の場合、電極が陰極 (Electrode Negative)、 母

材が陽極の場合を DCENと 呼び、逆に電極が陽

極 (ElectrOde Positive)の 場合を DCEPと 呼ぶ。

DCENで は、高温 に加熱 されたタングステン電

極か ら電子が放出されてプラズマが維持されるた

めに、アークは陽極である母材に集中 し、母材の

溶融部 (溶融池)は狭 くて溶け込みは深 くなる。

アルトビア 20212 /9



電流

電極極性

W電極 と

溶接部断面

溶込み形状

クリーニング
作用

直流DC 直流DC 交流AC

マイナス プラス EN/EP

な し 非常に良い 1良好(EN/EPに よる)

溶込み形状 深 く狭い 浅 く広い 1中 間(EN/EPに よる)

用あるいはクリーニング作用と1呼 ばれ

る。母材表面が強固な酸化皮膜に覆わ

れている Al合金や Mg合金の溶融溶

接に際 しては必要不可欠なものである。

その一方、アークが新 しい陰極点を求

めて電極直下か ら周囲に広がるために

アークの集中性が悪 くなり、溶融池は

広がって溶け込みは浅 くなる。また電

I子 の再結合による陽l・」R発熱により、電

極先端の溶融損傷 も大 きくなる。

このような電極特性を考慮 して、Al

合金や Mg合金のティグ溶接では、電
図6 ティグ溶接における電極極性とクリーニング作用

‐
方、DCEPで は、母材が陰極 となるが、Mg合

金自体か らは電子は放出できない。 この場合、電

子は母材表面の酸化皮膜から放出されることにな

り、DCENに おけるタングステン電極の熱陰極

に対 して冷陰極 と呼ばれる。 この陰極点が酸化皮

膜 Lに形成されると、そこにアーク電流が瞬開的

に集中 して流れ、そのジュール発熱により酸化皮

膜とその周囲の母材部は局所的に爆発的に溶融・

蒸発 して飛散 し、その跡に新鮮な金属面が現れる。

陰極点は、次なる酸化皮膜上に新たに形成され、

同様のことが繰 り返される。 このことにより、電

lt3 1貞 下の一―‐定の範 |■l内 において母材上の酸化皮膜

が自然に除去されることか ら、アークの清浄化作

溶接金鶴

図 7 ミグ (MIG)溶接法概略図
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極極性が ENと EPが交互 となる交流放電 (AC)

が一般的に用いられ、清浄化作用と溶け込み深さ

の両方の確保が図られている。なお、最近のイン

バータ方式の溶接電源では ENと EP期 間を任意

に制御することができるために、EP期 間は清浄

化作用が効果を発揮する最小期間とし、溶け込み

深さが最大となるように EN期間を長 くするよう

な工夫が行われている。ちなみに DCENで は、

このような作用は無いので溶融部の表面には酸化

皮膜がそのまま存在することになり、溶接性に悪

影響を及ぼすことになる。

ティグ溶接は、主に手溶接で用いられ、溶接作

業者が片手に溶接 トーチを持ち、アークを発生さ

せなが らそれを一定速度で移動 し、 もう片手に溶

加材となる溶接棒を持 ってそれをアーク中に挿入

して溶融池に溶か し込むことにより溶接を行 う。

このために溶接効率は悪いが、設備が簡便であり、

小型部材や複雑な継手形状などの溶接に適 してい

る。

5.3 ミグ溶接 0,乃

図 7に 、 ミグ溶接法の概略図を示す。ティグ溶

接 とは異なり、電極には被溶接材である母材 と同

様の金属合金線 (ワ イヤ)が用いられるために、

Metal lnert Gas溶 接の頭文字をとって MIG溶

接とも書かれる。金属ワイヤ電極は容易に溶けて、

溶加 llの 役目も兼ねており、消耗電極式アーク溶

勢ンタクトチユープ

ノズル  (チ
ツプ)

アーク



電極ワイヤ先端の溶滴移行状態

貧
）
瞑
肥
理
築

100

05

時間 (ms)

図8 直流パルスミグ溶接時の電流波形と溶滴移行 (AZ61
ワイヤ)

接とも呼ばれる。電極 ヮイヤは溶接電流により直

径 12～ 16mmの ものが用い られる。放電極性

は、直流で電極 ヮイヤが陽極の DCEPが一般的

であり、母材が陰極となるために清浄化作用が有

効に働 く。また ACも 用いられる。

ミグ溶接では、電極 ワイヤ端からの溶融池への

溶滴移行が重要であり、 これが乱れるとスバ ッタ

と呼ばれて、大小の溶融金属粒子が周囲に飛散す

る。 このために一般的にはアーク放電は一定電流

ではなく、図 8に示すようにパルス状に通電され、

パルス波形に応 じて強制的に溶滴移行を行 う方式

が取 られている。

図 9は、 ミグ溶接時の トーチのシール ドノズル

端における電極ヮイヤ先端の写真であり、アーク

はレーザ背光により消されている。電極ヮイヤの

周囲の黒い霧状のものは、Mg合金ワイヤ先端の

溶融部や溶滴が過熱されて蒸発 し、周囲の人気に

触れて酸化されたものであり、 ヒュームと呼ばれ

る。Mg合金の ミグ溶接では Mgの沸点が低いた

めにヒュームが特に発生 し易い傾向がある。 この

ヒュームは、スマットと呼ばれる黒い付着物 とし

て ミグ溶接部表面を覆 うことになるが、布などで

容易にお、き取ることができ、その後にはアークの

清浄化作用によって金属光沢を呈する溶接部表面

が現れる。

図 10は 、各種 Mg合金電極 ワイヤの送給速度

と溶接電流 との関係を、代表的な Al合金 ヮイヤ

溶融池 (― )

(腕ダイヘンご提供)

図 9 直流パルスミグ溶接時の溶滴移行とヒューム発生
(AZ61ワ イヤ)

A5356と 比較 して示す 。Mg合 金 の ミグ溶接 の

特徴 の一つ と して、同一電流を得 るためには Mg

合金は Al合金の場合に比 して、約 2倍の速さで

電極ヮイヤを送給する必要がある。 これは、表 2

で述べたように、Mg合金の電気抵抗率が Al合

金よりも大きく、 このために電極 ワイヤ先端部で

の抵抗発熱が大きいためにその予熱効果により溶

融が容易になるためである。 したがって、Mg合
金の ミグ溶接に際 しては Mg合金用に設定 した

溶接電源が必要になる。

ミグ溶接は、ティグ溶接よりも大電流が可能で

あり、かつ人電流アークプラズマ放電によって発
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図 10 Mg合金溶接 (電極)ワイヤの溶融特性
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表 4 Mgお よびその合金の溶融溶接用溶加材の分類

(IS0 19288)

Alloy symbols

Numerical Chemical

4ヽ90602A MgA16Mn

M90602B MgA16Ca2Mn

Л`91101 MgAllOZnl Mn

Mg1313 MgAi3Znl Mn

M91313A MgA13Znl Cal Mn

1ヽ91611 MgAlTZnl Mn

Mg161lA M9A16Znl

M9161lB MgAldZnlCa2

Mq161lC MgAl6Znl Cal

Mq191lA MqA19Znl

Mq191l B MqA19Znl Cal

M9191lC MqA 9ZnlCa2

M91922 MgA19Zn2Mn

4ヽ92331C MgRE3Zn3Zr

生するプラズマ気流によって溶融池表而が押 し ド

げられて溶け込み深さが深 くなる効果がある。 こ

のために、ティグ溶接に比 して、高能率な溶接が

可能 となり、溶加材 も自動送給 されるために大型

部材の溶接やロボット溶接に適 している。

54 アーク溶接用溶加材

テ ィグおよび ミグ溶接用 Mg合金溶加材 は、

日本の提案 により 2016年 に国際規格 IS019288

として、表 4に 示す難燃性 hIIg合金を含む 14種

類が登録 された。 また現在 JIS登録中請中であ

る。表は、溶加材の名称のみを示すが、その表記

方法には,Numerical方 式 と Chemical方 式があ

る。後者の場合では、表示されている元素記号は

添加合金元素であり、その後の数字はその添加量

(質量%)の 概略値である。 Caは 、難燃性 Mg

合金の必須元素であり、溶融 Mg合金の表面を

高融点の CaOで覆 うことにより、Mgの 燃焼を

防 ぐ効果がある。難燃性 M8合金用を含む大部

分の溶加材は国内で市販されている■
'。

溶加材の選定は、溶接割れの防止と溶接継手強

度の観点から選定され、基本的には母 |オ と司じ合

金の溶加材か、あるいは母材よりもAl合 金量の

12/ アルトビア 20212

表 5 溶融溶接に適用可能なレーザビーム (赤外線レーザ)の種類と

特徴

多い溶加材が選定 される■。

6.レ ーザ溶接 法

61 レーザ溶接法の種類

表 5は、金属のレーザ熱加工に用いられている

一般的なレーザビームの波長 とその特徴を示すc

金属の溶接や切断に用いられるレーザは赤外領域

の波長を有するものであり、その実用化初期では

波長の長い炭酸ガスレーザやヤグレーザが用いら

れてきたが、最近ではレーザ発信効率が格段に高

くなったファイバーレーザや半導体 レーザが、装

置コストの低減やファイバー伝送 システムによる

自動化 。ロボット化への適用に伴い、自動車分野

をはじめ、多様な分野で使用されてきている。

また、Mg合金は、 レーザ吸収率が金属の中で

は高いために、比較的低いレーザ出力での溶接が

可能である。

62 レーザ溶接性 1011)

図 11は 、AZ31B押 出材 (板厚 6mm)の ティ

グ溶接継手と炭酸ガスレーザ溶接継手のIF面 マク

ロ写真と引張強度及び伸びを比較 して示す。 レー

ザ溶接では、片面 1層溶接であるのに対 して、ティ

グ溶接では両面からの各 1層の溶接が必要であっ

た。また溶接速度は 2m/minと テイグ溶接の 10

倍 と早 く、溶融部の幅も格段に狭 くなっており、

レーザの種類
レーザの

波長

レーザの

発信効率

レーザの

伝送方法

炭酸ガス (002)

レーザ
106 μm

約10%
(プラズマ励起)

・ミフ
~

ヤグ (Nd:YAG)
レーザ

1064 nm
約3%(ランプ励起)

約150/o(半 導体励起)

・ミフ
~

・ファイバー

ファイバー (F ber)

レーザ

1064 nm

1070 nm

30-350/o

(半導体・ファイバー

励起 )

・ミフ
~~

・ファイバー

半導体 (Dbde)
レーザ

808～
1050 nm

約40%
(半導体励起)

, )74 t\-



当然のごとく溶接変形 も小さい。継手強度および

継手伸びもレーザ溶接のほうが優れていることが

分かる。

また図 12は 、近年特 に注 目されて

いるファイバーレーザ溶接法を用いた

難 燃 性 Mg合 金 AMC602 (Mg
57%A1016%Mn22%Ca)押 出 材

(板厚 2mm)の レーザ溶接部の表面 。

裏而外観、X線透過写真および断面マ

クロ写真であり、 レーザ出力は 3kW、

溶接速度 は 4～ 10m/minの 高速度溶

接である 1lt溶加材は使用されていな

い。いずれも 1パ スで員通溶接部が得

られてお り、 また X線透過写真か ら

は、 1容 1妥部には害」れやブローホールな

どの溶接欠陥は認められなかった。

このようにMg合金展伸材のレーザ

溶接性は良好であるが、留意すべき点

もある。 レーザ溶接では突合せ開先面

の精度が必要であり、開先面の隙間が

レーザビーム径 (03～ 05mm程 度 )

よりも 1分 に狭いことが求められ、開

先形状に制約がある。また溶加材 ワイ

ヤの添加 もティグ溶接に比較 して容易

ではなく、工夫が必要であるc

7.難 燃 性 Mg合 金 の各 種 溶 融

溶 接 法 に よ る継 手 強 度 の比

較
‖川

代表的な難燃性 Mg合金 AMC602

押出材 (板厚 2mm)に 対 して、溶融

溶接法であるティグ溶接、 ミグ溶接お

よびファイバーレーザ溶接継手を形成

し、その溶接性の比較を行った結果を

図 13お よび 14に示す。ティグおよび

ミグ溶接では溶加材として AZ61ワ イ

ヤを用いた。ファイバーレーザ溶接で

は溶加材は用いていない。また、固相

接合である摩擦攪拌接合 FSW l'■■に

ついても比較のために示した。

図 13は 、溶接部の表面、裏面、X線透過写真

および断面マクロ写真を示す。割れおよびプロー

ホールなどの溶接欠陥はいずれも認められなかっ

(a)T:G:140A,02m′ min,wth AZ61
■:ler wire

(a)テ ィグ溶接部断面

(b)LBW:C02 Laser,3 5kW,2m′ min,

without filler wire

(b)レーザ溶接部断面

図 11 炭酸ガスレーザ溶接とティグ溶接の継手強度特性の比較、AZ31 B母

材 (押 出材、板厚 6mm)、 ティグ溶接溶加材 AZ61

図 12 ファイバーレーザ (FBL)溶 接部外観、X線透過写真および断面マク
ロ組織 (難燃性 Mg合金 AMC602押出材、板厚 2mm)

図 13 各種溶接法によるAMC602難燃性 Mg合金の溶接部外観、X線透過

写真および断面マクロ組織 (押 出材、板厚 2mm)

溶接継手
引弓長3会度

(MPa)
岡
∽

ビー ド幅

(mm)

溶接速度

(m/min)
層数

ティグ溶接 222

レーザ溶接 248 3 2 1

母 材

7)vr€72An2/13



た。溶融部および熱影響部の幅は、ティ

グ溶接が最 も広 く、 ミグ溶接はそれよ

りも狭 くなるが、 レーザ溶接部は格段

に狭いことが分かる。 FSWは接合部

の幅は比較的広い。

図 14は、 これ ら溶接継手の引張破

断強度および継手伸びを母材 と比較 し

て示す。なお溶接継手の引張試験片は

余盛付の状態である。破断位置はいず

れ も溶融境界部 (FSWは接合部 と母

材部の境界)で あった。継手引張破断

強度は、いずれの溶接部においてもほ

ぼ同様の高い値であり、母材 258MPa

の約 90%の 値を示 した。 ^方、継手伸びは、ティ

グ溶接および ミグ溶接ではいずれ も母材の 40%

程度の小さい値であった。これは余盛付の影響 と

考え られる。 レーザ溶接部は母材の 70%程度 と

大きな値を示 した。また FSWの 伸びは母材相当

であった。tt Lの ように軽量構造材料 として期待

されている難燃性 Mg合金の溶融溶接による溶

接性は良好であると判断される。

8.おわ りに

軽量構造材料 としての活用が期待されている

Mg合金の溶融溶接法とその溶接性の特徴につい

て述べた。代表的な溶融溶接法であるアーク溶接

およびレーザ溶接によるMg合金展伸材の溶接

性はいずれも良好であり、今後の発展が期待され

る。
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