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プラズマ粉体肉盛溶接法によるアル ミニウム合金表面

への炭化物複合化
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Shigeki SHIMIZU*, Kensuke NAGAI*

Fukuhisa MATSUDA** and Kazuhiro NAKATA**

Effect of carbide addition on the surface characteristics of aluminum alloy 5083 has been investigated with the plasma

transferred arc welding process (DCSP) of NbC, TiC or SiC powder. Optimum overlaying conditions under which

bead appearance is superior and porosities in overlaid metal are lesser are determined. Moreover some characteristics of

overlaid metal containing carbide are evaluated under these optimum conditions. The results are summarized as

follows: (1) The maximum area fraction of carbide in overlaid metal is about 40% for NbC and TiC, and about 30%

for SiC, (2) Vickers hardness of overlaid metal containing carbide is in the range between 111 and 141hgf/mm2, (3)

Abrasive resistance of overlaid metal at higher sliding speed is remarkably improved by the addition of carbide although

that at lower sliding speed is not almost improved, (4) In the 180 degree bend test, cracks appear not in the boundary

layer between overlaid and base metals but only in overlaid zone, meaning that the boundary layer is sound enough for

ductility.
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1. 緒 言

アル ミニウム合金には軽量 化 とい うす ぐれた持性を有

す るために各種機器お よび構造物 な どに広 く使用 されて

いるが, これ ら工業製品の機 能が高度化かつ複雑化す る

に従い, アル ミニウム合金について より高 い機能化が要

求 され るよ うにな った。 このため最近特 にアル ミニウム

合金表面に耐摩耗性がす ぐれ, かつ ミリオーダーの厚皮

膜を形成す る技術の確立が強 く要求 され るよ うに なって

きてい る。

ミリオー ダーの厚皮膜が得 られる可能性 の高 い肉盛溶

接法 と して, TIG, MIG, 電子 ビー ムお よび レーザ ービ

ーム溶接について報告 され てい るが1)～5), いずれ の施工

法 につい ても必ず しも満足すべ き状態 ではない。

本研究は, このため他 の溶接法 に比較 して実用的 であ

るプラズマ粉体肉盛溶接法を使用 し, アル ミニ ウム合金

表面 にNbC, TiCお よびSiC添 加に よる耐 摩 耗性 のす

ぐれた肉盛材を形成す るための適正溶接条件範 囲および

肉盛材の諸性質について, 二三 の検討を行 った結果につ

いて報告 す る。

2. 供 試 材 料 お よ び 実 験 方 法

2.1 供試材料

母 材 に5083ア ル ミニ ウム合 金, 50mm厚 さを使用 し

た。 化学 成分 を Table 1に 示 す。 肉盛 材料 と して粒径

61～14-μmのNbC, TiC粉 末 お よび粒径88～246μmの
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SiC粉 末を使用 した。

2.2 実験方法

アル ミニ ウム合金 板上 にNbC, TiCま た はSiC粉 末

を使 用 し, Fig. 1に 示 す プ ラズマ粉体 肉盛溶接 法 (直

流, 正極性) によ り, 予熱温度, 粉末供給量お よび溶接

電流を変化 して肉盛 ビー ド試験を行 った。 なお, 予 熱は

電気炉を使用 して母材 全体 を加熱 した。 まず 肉眼に よる

肉盛 ビー ド外観試験 を行 い, ビー ド形状お よび欠陥の有

無 につ いて調べ た。 次に ビー ド断面 の マ クロ試験 を行

い, 溶込 み状態 を調べ, また ビー ド断面積を計測 し, 溶

込 み率 を求め た。 さ らに ビー ド断面 の顕微鏡 観察 を行

い, 点算法6)に よ り炭 化物 の面積率を求 め, また溶接 金

属中に発生 したポ ロシテ ィにつ いて調べ た。 これ らの結

果に基づ き適正溶接 条件範 囲を設定 した。適正溶接条件

範囲か ら選 定 した溶接 条件 を使用 し, アル ミニウム合金

板上 に50mm幅 の ウィー ビン グビー ドに て1層 お よび

2層 溶接 に よ り肉盛材 を作製 した。 肉盛 材 の顕 微鏡 観

察, 硬 さ測定, 摩耗試験 お よび曲げ試験 を行 った。 摩耗

試験は大越式迅速摩耗試験機 を使用 し, 相手材は炭素鋼

(JIS S45C, HV234) とした。

3. 実 験 結 果 お よび考 察

3.1 適正溶接条件に関する検討

3.1.1 ビー ド形成に及ぼす溶接条件の影響

各溶接電流について, 粉末供給量 が多過 ぎる と溶融池

が形成 されず, 粉末が飛散 して溶接 が不可能 になった。

一方少なす ぎるとビー ド外観が不良にな った。 良好 な ビ

ー ド外観を得 るためには, 溶接電流お よび予 熱温度が高

くな るに従 って粉 末供給 量を増大 す る必 要が ある。 な

お, 予熱温度が高 くな るに従 って溶接 可能範 囲が拡大 し

た。Fig. 2に 良好な ビー ド外観が得 られ る適正溶接条件

範 囲を比較 して示 した。NbCの 範 囲が最 も広 く, 次に

TiCが 広 く, SiCは これ らに比 較 して著 しく狭 くな っ

た。 これは炭化物の比重 と関係があ り, 炭化物 の比重が

小 さい と粉末が飛散 し, 溶融金属の ガス シール ド性が低

下 し, ビー ド外観が劣化す るためであ ると考 え られ る。

またNbC, TiCに ついて は200℃の 予熱 に よ り適正溶接

Table 1 Chemical composition of 5083 aluminium
alloy used as base metal (wt%)

Fig. 1 Principle diagram of plasuma transferred arc
welding process. (a) Tungsten electrode (cathode),
(b) Plasuma gas, (c) Powder and powder feeder

gas, (d) Shielding gas, (e) Plasuma arc, (f)
Overlaid metal, (g) Base metal

Fig.2 Comparison of good bead appearance ranges between NbC, TiC and SiC powder. ○-○ NbC, △-△ TiC, □-□

SiC show good bead appearance; ●NbC, ▲TiC, ■SiC, weld impossibility; ●NbC. ▲TiC. ■SiC, irregular bead

appearance.
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条件範 囲はRTの 場合 に比較 して拡大 し, 300℃以 上で

はNbCの 場 合は ほ とん ど変化 しなか ったが, TiCで は

逆に狭 くな る傾向が認め られた。 これは同一溶接条件に

おいて, 予熱温度が上昇す ると, 母 材アル ミニ ウム合金

の溶融温度が上昇 し, かつ溶融時間が長 くな り, 炭化物

と母材のな じみが良好にな るためである と考 え られ る。

3.1.2 ビー ド断面形状に関す る検討

ビー ド断面形状については, 予 熱温度 お よび溶接電流

が高 くな ると, Fig. 3に 示す ように, 粉末供給量 が増大

す るに従 って溶込み底部が細長い フィンガ状溶込み にな

った。 粉末供給量が増大す るとプラズマアー ク柱 は, 周

囲の炭化物粉末に よ り拘束, 冷却 され, アー ク柱 が絞 ら

れ るために, プラズマ温度が上昇する熱的 ピンチ効果に

より, フ ィンガ状の溶込みを呈 した と考 え られ る。

Fig. 4に ビー ド断面の炭化物分布 状態を示 した。 図に

認め られ るよ うに溶接金属の表面はアル ミニ ウム合金に

より覆われた。 これは肉盛溶接中に溶融池表面 がプ ラズ

マアー クに よ り深 く凹み, この凹みに炭化物 が送 入され

て ビー ドが形成 され るが, この場合, 比重差 に より炭化

物 が沈 も うとす ることと, 新 しく溶融 されたアル ミニウ

ム合金が ビー ド表面に流動 して くることが重 な ったため

と考 えられ る。 また フィンガ状溶込みの底部 には炭化物

分布 密度の低 い部分 が認め られた。 溶込 み率=(溶 込み

部 断面積/ビ ー ド断面積)×100に つ いては, 予 熱温度 お

よび溶接電流が上昇す るに従 って増 大 し, 粉 末供給量が

増大す るに従 って減少 した。 溶込み率はいずれ も50%以

上 を示 した。

3.1.3 炭化物面積率 に関す る検討

溶接金属 中に分散 した炭化物の面積率については, 余

盛部 を除去 した溶接 金属表 面近傍 における位置の顕微鏡

組織 (倍率 ×100) か ら点算法 に よ り求 め, これ らの平

均値 を使用 した。 この面積 率をCpと した。

Fig. 5にCpと 粉 末供給章 か ら計算 した炭 化物面積 率

[CF=(粉 末供給量/ビ ー ド断面 積 ×溶接速 度)×100] と

の関係 を示 した。CpはCFに 比較 して約1～1.5倍 の値

を示 した。Cpが よ り高い値 を示 した のは, Fig. 4に 示

した ように溶込 みが深いために, ビー ド断面の底部迄炭

化物 が分散 し難い ことお よび溶接金属の表面が アル ミニ

ウム合金にて覆われてい るために, 溶接金属内に炭化物

分布 密度の低 い部 分が存在す ることな どのためであ る。

Cpは 予 熱温度 が低 くな り粉末供 給量 が増 大す るに従

って増 大 し, 溶接電流が高 くなるに従 って減少す る傾 向

を示 した。

3.1.4 ポ ロシテ ィ発生 に及ぼす溶接条件 の影響

溶接 金属 に しぼ しば Fig. 6に 示す よ うな直径100μm

程度の ポロシティが発生 し, 特 に溶接金属表面近傍 に多

く認 め られた。Fig. 7に ビー ド断面1mm2当 た りの ポ

ロシテ ィ発生数 と溶接条件 の関係を示 した。炭化物 を添

加 しない場 合 はポ ロシテ ィの発生 は認 め られ なか った

が, 炭化物を添加す る と多数 のポ ロシテ ィが発生 した。

しか し炭化物粉末供給 量が増 大す るとポ ロシテ ィ発生が

減少す る傾 向を示 し, 粉末供給量 が5.1cc/minに な ると

各炭化物 につ いてポ ロシテ ィの発生はほ とん ど認め られ

な くな った。 アル ミニウム合金のポ ロシテ ィが主 として

水素に よる といわれ てい るこ とか ら7),8), この ポ ロシテ

ィの発生 は主 に炭 化物 に付着 した水素源に起因す るもの

と考え られ る。炭 化物粉末供給量が増大す るとプラズマ

Fig. 3 Shape of bead cross-section in relation to

powder feeding rate. (a) 2.5, (b) 3.8, (c) 5.1, (d)
7.1 (cc/min) Powder was NbC, preheating
temperature, 200℃ and welding current, 200A.

Fig. 4 Distribution of carbide at bead cross-section.

Powder was TiC, preheating temperature, 200℃,

welding current, 200A and powder feeding rate,
7.1cc/min.
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アークの熱的 ピンチ効果に よ り, 溶融池の攪拌 が激 しく

な り, さらに溶融池 の温度上昇に よる溶融 時間の増大 な

どに よ り, 水素 が放 出され るためにポ ロシテ ィの発生が

減少す ると推定 され る。 しか しポ ロシテ ィ発生原 因につ

いては さらに検討す る必要がある。

3.1.5 適正溶接条件 の選定

Fig. 8に 各炭化物について, ビー ド外観 が良好 であ り

かつ ビー ド断面1mm2当 た りのポ ロシティ数0.1以 下 の

Fig. 5 Relation between carbide area ratio obtained from point counting method and carbide area ratio calculated

from powder feeding rate.

Fig. 6 Porosities occurred in overlaid metal. Fig. 7 Relation between porosity occurred in bead

cross-section and welding conditions.

Fig. 8 Comparison of optimum welding condition ranges for NbC, TiC and SiC powder. ○-○NbC, △-△TiC, □-□

SiC show proper welding condition range.
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溶接条件 を適正溶接 条件範 囲 として示 した。NbCの 適

正溶接 条件 範囲 が最 も広 く, 次 にTiCが 広 く, SiCは

これ らに比較 して著 しく狭 くなった。 ポロシティの発生

は炭化物 の種類 に よって影響 され ない ので, 選定 された

条件 は Fig. 2に 示 した各炭 化物 の良好 な ビー ド外観 の

得 られる適正溶接条件範 囲の傾 向とほぼ同 じ傾向であ っ

た。Nbc, TiCに ついては200～300℃の 予熱を行 うと,

適正溶 接条 件範 囲 は拡大 した。400℃の 予 熱 ではNbC

は さらに拡大 の傾 向を示 したが, TiCの 場合は逆 に狭 く

な った。 適正溶接条件範 囲におけ る炭化物 面積率Cpに

つい ては, NbC, TiCの 場 合 はRT～200℃の 予 熱 に お

いて約40%, 300～400℃予 熱において20～30%を 示 した。

SiCは これ らに比較 してやや低 く15～25%で あった。

3.2 肉盛材の諸性質の検討

3.2.1 顕微鏡組織

1層 肉盛材断面の顕微鏡組織を Fig. 9に 示 した。 各炭

化物は未溶融の ままアル ミニウム合 金マ トリックス中に

分散 した。炭化物 分散状態につい ては, NbC, TiCと も

密度が高 くかつ均一 であった。SiCは 密度が低 く不均一

であ った。SiCの 比重が小 さいために粉末が飛散 しやす

く, 溶融池への送入が不均一 とな り, かつ歩留 りが低下

したため である と考 え られ る。2層 の場 合は各炭化物共

密度が高 くかつ均一にな った。 いずれの 肉盛材 について

もアル ミニウム合金 との境界部は健全 であ り, また 肉盛

部の上層 はアル ミニウム合金 に よ り覆 われ, 2層 に なる

とアル ミニウム合金層の厚 さが増加 した。

Table 2に 各 肉盛材 の肉盛厚 さおよび炭 化物面積率を

示 した。 炭化 物面積率 につ いては, NbC, TiCは1層 と

2層 は ほ とん ど変化 しなか った が, SiCは2層 にな ると

増加 した。

3.2.2 硬 さ

肉盛材 の硬 さを Table 2に 示 した。 肉盛材の硬 さはア

ル ミニウム合金 母材 に比較 してHV30～50上 昇 した。

また1層 の硬 さは2層 に比較 してほ とん ど変化 しなかっ

た。

3.2.3 耐摩耗性

各 肉盛材の耐摩耗 性を Fig. 10に 示 した。 摩擦速度 が

小 さい場合 は, 炭化物 肉盛材 の耐摩耗性 はアル ミニウム

合金に比較 してほ とん ど変化 しなかった。 しか し摩擦速

度 が増大す る と炭化物 肉盛材 の耐摩耗性 は, アル ミニウ

Fig. 9 Microstructure of overlaid metal (1 layer).
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ム合 金に比較 して著 し く改善 された。摩擦速度 が増大す

る と摩 耗面の温度が上昇す る。そのためアル ミニウム合

金の場合 は相手材S45C鋼 との間に凝着が発生 し, 凝着

したアル ミニウム合金が回転円板に よ り離脱 されるが,

炭 化物肉盛材については, 未溶融炭化物がマ トリックス

金属中に分散 しているために凝着は発生 し難い と考 え ら

れ る。

各摩 擦 速度 に おけ る摩 耗痕 のSEM像 を観 察 した結

果, アル ミニ ウム合金 につ いては, 摩擦速度が増大する

に従 って摩耗痕 に回転 円板 との凝着に よ りむ し り取 られ

た跡が認 められ たが, 炭化物 肉盛材については摩擦 速度

が増大 して も著 しい凝着 の跡 は認 められ なか った。

3.2.4 耐は く離性

肉盛部 断面 を曲げ表面 として側 曲げ試験を行 った。 炭

化物 肉盛 材の変形 能はほ とん ど無 く割れ が発生 したが,

母材か らのは く離 は認 め られなかった。 このことよ り肉

盛材 と母 材の耐 は く離性は良好 であ った。

4. 結 言

プラズマ粉 体肉盛溶接法 に よるアル ミニウム合金表面

のNbC. TiCお よびSiCの 複 合化 に 関 し, 適正 溶接条

件範 囲お よび肉盛材 の諸性質 につ いて検討 した。 得 られ

た結果 を要約す る と次 の通 りであ る。

(1) ビー ド外観が 良好 であ りかつ ポロシティ発生 の少

ない適正溶 接条件範 囲を設定 した。NbCが 最 も広 く,

次 にTiCが 広 く, SiCは これ らに比 較 して著 しく狭 く

なった。

(2) 予熱温度 お よび溶接電流が高 くな ると, ビー ド断

面形状 は熱的 ピンチ効果に よ りフィンガ状の溶込み形状

を示 した。 また ビー ド表面には アル ミニウム合金の薄 い

層 が形成す るこ とが分か った。 ビー ド溶込率はいずれ も

50%以 上を示 した。

(3) 余盛 を除去 した溶接金属表面 の顕微鏡組織か ら求

めた炭化物面積 率Cpは, 炭化物 は表面近傍 に集 中的 に

偏在す るために, 粉末供給量か ら計算 した炭化物面積 率

よ り高 い値 を示 した。Cpは 予 熱温度 が低 くな り, 粉末

供給 量が増大 するに従 って増大 し, 溶接電流が高 くな る

に従 って減少する傾 向を示 した。

(4) 溶接金 属中 に しば しば微 細 なポ ロシテ ィが発生

し, これは粉 末供給量 が増大す るに従 って減少す る傾向

を示 した。

(5) 肉盛材は未溶融炭化物 がアル ミニウム合金マ トリ

ックス中に分散 した組織 を示 した。炭化物面積率につい

ては適正溶接条件範 囲において, NbC, TiCは1層 お よ

び2層 共40%前 後 で あ り, SiCは28～35%程 度 で あ っ

た。

(6) 肉 盛 材 の硬 さ は, 1層, 2層 共 にNbC, TiCは

HV130～140, SiCはHV 110～120を 示 した。 アル ミニ

ウム合金母材はHV82で あ った。

(7) 肉盛材の耐摩耗 性については, 摩擦速度が小 さい

場合は, アル ミニウム合金に比較 してほ とんど変わ らな

か った。 しか し摩擦速度が増大す ると肉盛材 の耐摩耗性

Table 2 Properties of overlaid metal

Hardness of base metal (5083); HV 82

Fig. 10 Wear property of overlaid metal. Counter

disk material is carbon steel S45C; test temperature,

RT, final load, 207.27N and sliding distance, 100

m.
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は アル ミニウム合金に比較 して著 しく改善 され た。

(8) 肉盛部の曲げ試験の結果, 肉盛材の母材か らのは

く離は認め られなか った。
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