
溶接欠陥とその発生機構

大阪大学 接合科学研究所

中 田 一 博

第３回 技術サロン
（一社）日本非破壊検査協会・九州支部

於：（公社）九州機械工業振興会

平成２４年１１月９日



溶接の問題点

溶接継手の性能に与える因子 溶かし方が大切：入熱量
入熱形態



溶接法の分類

溶接で取り扱う接合の形式は多岐にわたるが，接合のメカニズムにより
融接（溶融接合），圧接（固相接合），拡散接合（固相接合），ろう接（液相ー
固相反応接合）などに区分される

溶融接合 固相接合 ろう付



溶接・接合法の分類表

溶融溶接

機械的接合(かしめ、リベット、ボルト)

接着

ろう付け

固相接合
超音波圧接

拡散接合
摩擦圧接
爆発圧接

熱間・冷間圧接

抵抗溶接

アーク溶接

高エネルギー
ビーム溶接

プロジェクション溶接

スポット溶接
シーム溶接

フラッシュバット溶接
電子ビーム溶接
レーザビーム溶接

ミグ溶接
プラズマアーク溶接

ティグ溶接

溶接
接合



狭開先自動溶接

アーク溶接の欠点の克服

平板 開先
突合せ継手

多層溶接

厚板を裏まで溶かす為に
突合せ面に開先を加工して
底部から順次板表面部に
向かって溶接を行う



炭酸ガス溶接とマグ溶接における
溶滴移行の相違

炭酸ガス溶接
300A

リペルド
炭酸ガス溶接
300A-35V

マグ溶接
300A

炭酸ガスの場合はアークが緊縮し、溶滴先端部に集中する。
マグガス（Ar主体）では、アークは広がり溶滴全体を覆う。

炭酸ガス溶接：深溶け込み、高能率、低ガスコスト、スパッタ多
マグ溶接：高品質、高ガスコスト、スパッタ少



パルスアーク法

電流のパルス化によ
り規則的な溶滴移行
が可能、低入熱、低
スパッタ

短絡移行マグ溶接

低電流では溶滴が
溶融池表面と接触
して移行する。
スパッタ多

短絡制御法（CBT）

短絡後のアーク再点弧
時に電流を急減してス
パッタを大幅に減少

パルスアーク法と短絡制御法



溶接プロセスの特徴

1.急速な加熱
2.溶融・凝固

熱・物質輸送
凝固論

3.残留応力と変形

これらの現象、特に1、2の現象が次のようなスケールで生じる。

時間的 数秒 〜 数100秒
空間的 数μm 〜 数m
温度勾配 数1000度/ mm
冷却率 100℃/s〜106℃/s

溶接金属（溶接部）の
構造と性質を決定する



低速度溶接時：

溶接金属組織例

高速度溶接時：

溶接金属は鋳造組織となる

マクロ組織：
柱状晶、等軸晶

ミクロ組織：
デンドライト

鉄鋼は変態により変化する
Al、SUS等はそのままの組織



軟鋼の溶接部、熱影響部の組織変化模式図

オーステナイト相
フェライト（パーライト）相

マルテンサイト相（急冷時）

加熱

冷却

HAZ

溶接金属
溶加材と一緒に
完全に溶融し
その後，凝固、
溶加材による成分
組織調整が可能

母材

鉄鋼は変態により
熱影響部は硬化する

変態しない材料では
HAZは粗粒化し、軟化する
アルミニウム合金、
ステンレス鋼、
ニッケル合金など

HAZの組織及び幅の
制御が極めて重要



溶接欠陥



溶接時に溶接部に発生する割れは、大略、高温割れ、低温割れおよび再熱割れに
分類される。

溶接割れの分類１

再結晶温度～溶融温度域

(1)割れの形状分類

(2)高温割れ



再結晶温度以下、
変態温度以下

溶接後の熱処理時

(3)低温割れ

(4)再熱割れ

溶接割れの分類２



溶接中の溶融池近辺の
変位挙動のマクロ的な模式図

凝固収縮と周辺部の拘束によ
る引張応力が溶融池後端の
固液共存域に加わる

溶接凝固割れの発生機構１

溶融池後方の固液共存温度域
における脆化特性



溶接凝固割れの発生機構２

溶融池後方の固液共存温度域
に脆化域が存在する

固相デンドライト粒界に液相が
薄く膜状に存在している状態で
限界以上の引張応力が加わると
凝固割れが発生する

燐Pや硫黄Sは低融点の液膜状
共晶を形成する
FeS+Fe共晶：９８８℃
Fe3P+Fe共晶：１０５０℃
Feの融点:１５３４℃

P, S量の低減化
MnやLa, Ceによる固定
δフェライトの導入（304ステンレス鋼）



ステンレス鋼溶接中の凝固割れ発生の直接観察

溶融池

溶
接
方
向

引張 引張



軟鋼のCO2アーク溶接金属に発生した
なし形ビード割れの破面

ビード内部で柱状晶の会合部に引張
歪みが集中して凝固割れが発生する

破面は滑らかで、デンドライト状

模様が見られる

凝固割れ:なし(梨)形ビード割れ



完全オーステナイト系ステンレス鋼の液
化割れの破面

HAZ液化割れの破面

HAZ粒界が局所的に液化、
液膜状の痕跡が見られる

溶融境界部に近い所は凝固割れと
同様のデンドライト模様

WM

HAZ



高張力鋼や低合金鋼溶接部において溶接終了後約300度以下の温度で発生する割れであり、
大部分が水素に起因する遅れ割れである。割れ発生因子として、以下の3つがある。

(1)硬化度(マルテンサイトなどの硬化組織) (HAZ)

(2)水素量(拡散性水素) (溶接金属)

(3)拘束度 (引張応力) (継手)

溶接中に溶接金属に吸収された水素は冷却時にHAZや母材に拡散するが、転位密度の高い応力集中部で
あるルート部やトウ部に集積し、硬化で脆くなっている組織と引張応力と相互作用とで割れが発生する。

適当な予熱が有効である。

遅れ割れ発生に及ぼす因子

低温割れ

防止法：割れ発生
因子の低減



HT80のルート割れの破面
ーYおよび斜めY型拘束割れ試験ー

図1溶接割れ試験片形状

HT80のルート割れの破面

水素擬へき開割れ破面



HT100の多層サブマージアーク溶接金属の横割れの破面

水素擬へき開
割れ破面

粒界・粒内を
伝播



再熱割れ

粒界３重点における割れ発生機構
再熱割れの模式図

低合金耐熱鋼、HT80、ステンレス鋼などにおいて溶接後熱処理により

再加熱されたHAZの粗流域で発生する割れであり、

(1)後熱処理による炭化物等の粒内析出により粒内が強化され、粒界強度が

相対的に弱くなるために、クリープ変形が流界に集中し易くなる、

(2)鋼材不純物として、燐P、アンモニアSb、錫Sn、砒素As、硫黄Sなどが

粒界に偏析していると、粒界強度が低下し、粒界滑りにより開口する



HT80のSR割れの破面
ー斜めY型拘束割れ試験ー

HT80のSR割れの破面

620℃x１h加熱
ルート部からHAZ粗粒
域で発生

酸化された粒界割れ破面 酸化皮膜除去後の破面



圧力容器低合金鋼のアンダクラッドの破面
ステンレス鋼による肉盛部直下に発生した割
れ破面

図1 溶接部の横断面

SR620℃

圧力容器低合金鋼のアンダクラッドの破面

粒界上に微細
ディンプルや
ボイドが認め
られる



材料
母材:高炭素クロム軸受鋼鋼材SUJ2.

C Si Mn P S Cr

0.95~1.10 0.15~0.35 0.50以下 0.025以下 0.025以下1.30~1.60

化学組成(JIS規格、重量％)

試験
試験片形状：100mm長×30mm幅×30mm厚.
溶接方法：電子ビームによるビード溶接.
溶接条件:加速電圧150kV、ビーム電流40mA、ab値0.94、溶接速度500mm/min.

軸受鋼の電子ビーム溶接部の焼き割れの破面

マルテンサイトによる
粒界脆化割れが主体



図1 溶接割れ試験片形状

工業用純チタンのTIG溶接金属の低温割れ破面

シールドガスへの窒素（酸素、水素）混入により溶接金属が脆化



内部欠陥：気孔、巻き込み、融合不良

（W電極）



溶接時に溶接雰囲気から溶融池に吸収されたガス成分が、凝固時に液体と個体の溶解度差に
よって固液前面に濃縮し、気孔を形成する。鉄鋼では、窒素、水素、一酸化炭素や二酸化ガス、ア
ルミニウム合金やマグネシウム合金では水素ガスが原因ガスである。
また、鋳物やダイガスト材料では、材料中に既にこれらのガス成分が含有されている場合が多く、
溶接時に溶融池にガスが吹き出してブローホールやピットを形成する。亜鉛めっき鋼板やプライマ
鋼板でも重ね溶接部では表面塗布物の蒸気による気孔が発生する。

各種金属の水素溶解度 固液界面における気孔形成機構

気孔・ブローホール



気孔発生機構（Al合金の例）

溶接方向

溶融池

アーク H2

H

溶接金属

電極

固溶水素

気泡発生 凝固時捕捉

表面から逸脱

移送浮上

残存気孔

水素源
溶融池への
水素吸収

成長合体

溶接中の溶融池周辺部縦断面模式図

気孔防止の基本:
(1)水素源を断ち，溶融池への水素の吸収を防ぐ
(2)溶融池表面からの気孔の離脱を容易にし，促進する

水分H2Oがアーク中で

分解してH*となる

気孔残留

離脱

吸収

シ
ー
ル
ド
ガ
ス



スラグ巻き込み
被覆棒やフラックスコアードワイヤを使用したアーク
溶接で多層溶接時に前層ビード表面に残っていたス
ラグが溶融池に巻き込まれて、溶接ビード内部に残
留したものであり、また類似のものにティグ溶接時に
タングステン電極の先端が溶融池内に溶け落ちて残
留したものがある。

スラグ巻き込み＆融合不良

融合不良
溶接条件や溶接姿勢等の問題で、開先が十分溶けずに、あるいは多層溶接時
に前層が十分に溶けない状態で溶接した場合に、溶接ビードは形成されるが、
十分な金属的接合が得られていない融合不良となり、継手強度低下を招く。

スラグ巻き込み



応力集中部となりやすく、静的強度や疲労強度の低下を招きやすい

形状欠陥

引張強度
疲労強度
腐食

疲労強度

腐食



広幅の板を溶接した場合の残留応力分布例

溶接部近傍には最大で耐力相当の引張残留応力が発生する



溶接変形例

溶接入熱の低減



ビジュアルセンサー（映像）

溶融池の形状、サイズ、ワイヤの溶け方、表面欠陥



センシング対象

アーク状態から溶融／凝固／冷却／組織／形状／継手品質



FSWの原理

高速回転しているツールを突合せた２枚の板の突合せ部表面に押しつけると、
摩擦熱によりツールと接触している部分の温度が上昇し、塑性流動を起こして
２枚の板が混ざり合う。このときツールを突合せ部に沿って移動することによ
り連続した接合が可能となる。接合部の温度は固相線温度以下であり，このた
め溶融溶接が困難な材料、例えばジュラルミン系の2024や7075等の航空機用高
強度Al合金などの接合が可能となる。各種鉄鋼材料やチタン合金などにも適用

可能。溶接変形が極めて小さく、残留応力も小さい。

前進側
(Advancing side)

後退側
(Retreating side)



FSW作動ビデオ

回転ツール

裏当金

押さえジグ

被接合材:アルミ合金板、板厚6mm

アルミ板

プローブ
開先



20μm

(a) 母材 (b) 熱影響部(HAZ) (c) 熱加工影響部(TMAZ) (d) 攪拌部(SZ)

200μm100μm
SZ

TMAZ

Advancing sideRetreating side

1mm

(a) (b)

(c)

(d)

後退側 前進側

20μm

FSW組織の特徴：A2024

母材組織（鋳造組織、加工組織）が微細再結晶組織に変化する



接合欠陥：トンネル状空洞・溝状欠陥

評価法：外観検査、X線透過試験、超音波探傷試験、

断面マクロ観察

入熱不足が原因：

バリ
過剰入熱：

・バリの発生
・ツールと裏当金との接触

Appearance X-ray radiography Cross-section

無欠陥
(6.9kN, 250mm/min)

溝状欠陥
(6.9kN, 750mm/min)

空洞欠陥
(6.9kN, 500mm/min)

FSW, ADC12, 4mmt, Stir-in-plate, 1500rpm

2mm

Advancing side

Retreating side

Cavity

10mm 10mm 2mm

プローブ欠損：ツール先端のプローブが折れて接合部に埋め込まれた状態になる



接合欠陥：Kissing Bond（キッシングボンド）

欠陥：接合部裏面ルート部の不完全接合
原因：プローブの押込み不足及び

入熱不足による塑性流動・撹拌不足

・評価法：断面ミクロ組織検査，裏曲げ試験

100μm 100μm

Microview of kissing bond in FSW joints (as-welded)
(a) 200rpm-500mm/min and (b) 500rpm-300mm/min

Kissing bond (FSW, Al alloys, 4mmt)

(a) 5083-O (b) 7075-T6

SZ SZ



ご清聴有難うございました
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