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交流パルスミグ溶接法による Al-Mg 合金の溶接ヒューム
抑制機構に関する研究*
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Mechanism of Fume Reduction in Welding Al-Mg Alloys Using AC Pulsed MIG Process*
by TONG Hongjun**, NAKATA Kazuhiro***, TANAKA Manabu***, MITA Tsuneo**** and USHIO Masao***
Large amounts of welding fumes are produced in joining aluminium-magnesium alloys with DC pulsed MIG process. Welding fumes
consist of magnesium oxide, aluminium oxide and pure aluminium. Magnesium element evaporates from both the surface and inside of
droplets that are superheated. Evaporation inside of droplets produces magnesium bubbles, leading to violent explosions of droplets and
emissions of magnesium vapour and liquid spatters. Part of magnesium vapour escaped from the shielded arc area is oxidised and then
becomes super fine fume particulates that their shapes can not be recognized even with transmission electron microscope. Part of spatters
ejected from the shielded arc area are partially or completely oxidised and then become fume particulates. In AC pulsed MIG welding the
average heat content of droplets is low, and besides, the temperature distribution inside a droplet is deduced to be more uniform compared with
that of DC pulsed MIG welding. In consequence, the evaporation of magnesium is restrained so that both frequency and violence of droplet
explosions decrease clearly.
AC pulsed MIG welding process can effectively control welding fumes at source in joining
aluminium-magnesium alloys.
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業環境の改善に有効である
1.

緒

言

2-4)

．しかし，Al-Mg 合金ワイヤ

を用いるアーク溶接では，直流パルスミグ溶接であっても溶
接ヒュームの発生量は多い．したがって，Al-Mg 合金ワイヤ

アーク溶接過程において必然的に発生する溶接ヒューム
は，長時間吸入によってじん肺などの原因となり，労働衛生
面において重要視されてきた．溶接作業環境を改善するため

を用いるミグアーク溶接のヒュームを発生源から低減させ
るためには新しい溶接法の適用を試みる必要がある．
本研究では，交流および直流パルスミグ溶接を基本として，

に，現場の全体換気，局所排気，呼吸保護具の着用は肝要で

アルミニウム合金の直流パルスミグ溶接におけるヒューム

ある 1)．しかし，設備投資が大きく，保護具の着用が作業性

の発生量に及ぼす各種因子の影響を調査し，交流パルスミグ

を阻害するなどの欠点も存在する．このような受動的な措置

溶接によるヒューム低減効果を明らかにする．そして，ワイ

に対して，溶接ヒュームを発生源から抑制できる溶接材料も

ヤ溶融および溶滴移行現象の観察，溶滴の平均保有熱量の測

しくは溶接方法の開発は望ましい．

定，溶接ヒュームの物質および元素構成の分析，溶接ヒュー

Al-Mg 合金ワイヤを用いるアーク溶接では，溶接ヒューム

ム微粒子の観察および成分同定を行い，直流パルスミグ溶接

が多く発生する．マグネシウムの含有量が溶接継手の機械性

のヒューム発生機構および交流パルスミグ溶接によりヒュ

能および高温割れ感受性に影響を及ぼすため，ワイヤの合金

ームを発生源から抑制する機構を明らかにする．

成分を大きく調整できず，それによる溶接ヒューム低減効果
は限界がある．

2.

実験方法および使用材料

一方，低ヒューム溶接方法としては各種アーク溶接法の内，
直流パルス GMA 溶接のヒューム発生量が最も少なく，この
ためインバータ制御式直流パルス GMA 溶接電源の採用は作

2.1 溶接ヒュームの捕集方法
溶接ヒュームの捕集は，日本工業規格 JIS Z 3930-1979「被
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覆アーク溶接棒の全ヒューム量測定方法」に準じて行った．
Fig. 1 に溶接ヒューム捕集システムの構成概略図を示す．捕
集箱内に走行台車をセットし，試験片を台車に乗せる．溶接
トーチを固定して，0.5 m/min の台車走行速度でビードオン
プレート溶接を行う．捕集箱の天井中央の開口部にろ紙とハ
イボリューム・エアサンプラーを設置し，エアサンプラーで
溶接ヒュームを吸引してろ紙上に捕集する．ろ紙には
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Gelman Science 社製（米国）のガラス繊維フィルタ（20.3×
25.4 mm）を採用した．エアサンプラーの吸引力は 1.8 m3/min
である．捕集箱の底部周縁とテーブル表面の間にスペーサー

2.2 溶滴の平均保有熱量測定装置
Fig. 3 に溶滴の保有熱量の測定に使用した試作熱量計の構

を入れて 0.5 mm の隙間を設け，総面積 1500 mm2 の外気流

造を示す．基本的には，安藤らが試みた方式

5)

入用開口部とした．

である．アーク熱の熱量計への進入を防ぐために，魔法瓶熱

とほぼ同じ

エアサンプラーの吸引は，溶接の開始と同時に始まり，30

量計をステンレス鋼外箱の内に収め，外箱の上に直径 20 mm

秒後に溶接を停止してから更に 60 秒間続けた．この 60 秒の

の中心孔を有するカーボン板 1 枚および外箱の内部に直径

延長時間は，捕集箱内の溶接ヒュームを全部吸引するための

12 mm の中心孔を有する遮熱板 2 枚を設けた．溶滴の捕集に

時間である．1 枚のろ紙に対して，アーク持続時間 30 秒の

ついては，陰極側にティグ溶接トーチを用いてワイヤとの間

溶接とエアサンプラー吸引時間 90 秒のヒューム捕集を 2 回

にアークを発生させ，溶滴を内径 40 mm×深さ 50 mm×板厚

繰り返して行い，全溶接時間を 60 秒，全吸引時間を 180 秒

0.5 mm の銅製捕集容器に落下させる．捕集容器は，魔法瓶

とした．ろ紙に捕集された全溶接ヒューム量は，分解能 1 mg

蓋の中央部にある開口の直下に固定され，水 100 g の入った

の電子天秤を用いて捕集前後のろ紙の質量差から求めた．な

魔法瓶に浸る．2 つの熱電対を用いて水温の上昇を測定し，

お，同一溶接条件での捕集実験を 3 回繰り返し，その平均値

それらの平均値をもって溶滴の平均保有熱量を求める．

をもって測定結果とした．

溶滴の平均保有熱量測定にあたっては，アークスタートし

溶接機は日立精工株式会社製半自動交流および直流パル

てから約 10 秒間後，溶滴を捕集容器に落下させた．20～30

スミグ溶接機 DT-CAP2 を採用した．この電源では，パルス

秒後にアークを停止して熱量計に振動を与え，2 つの熱電対

ピーク期間とベース期間或いは EN（Electrode Negative）極

の出力が最大になって安定した時の値を結果として採用し

性期間において定電圧特性を出力している．Fig. 2 に本研究

た．そして，同一条件での測定実験を 3 回繰り返し，それら

に用いた典型的なパルス電流波形を示す．直流パルス波形の

の測定値の平均値をもって結果とした．

ベース電流に相当する EP（Electrode Positive）極性期間を全
て EN 極性に反転させて交流パルス波形を実現している．

ここで，溶滴の保有熱量は捕集した溶滴の重量と熱量計の
得た熱量とから求めている．したがって，測定値には重量測
定と熱量測定にともなう誤差が含まれる．溶滴の捕集量は，
3～5 g である．これは，堆積した溶融金属の上に溶滴が落下

Fig. 1

Schematic diagram of welding fumes collection set-up.

Fig. 2

Typical current waveforms of AC pulse and DC pulse.

Fig. 3

Calorimeter for measuring heat content of droplets.
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Chemical composition of base metal.

Chemical composition of welding wire.

して，捕集容器への熱伝達が悪くならないよう考慮して決め
た．精度 10 mg の電子天秤を使用したので，重量測定による
誤差は 0.3 % である．
捕集容器，熱電対，100 g の水を含めた熱量計の水当量を
溶融すずで測定した．熱量計の全水当量は平均値を採用する
と 105.66 g 当量である．測定値のばらつきは 2.95 g 当量であ
り，全水当量の 2.8 % に相当する．水温上昇の測定分解能は
0.1 K であるので，実験で扱った水温上昇範囲 10～30 K に対
しては最大 1 % の誤差となる．これらから，熱量測定の誤
差は 5 % 以下であると見込まれる．
2.3 使用材料
使用した試験片は，Al-Mg 合金 A5083 と Al-Zn-Mg 合金
A7075 であり，板の寸法が長 300 mm×幅 50 mm×厚 3 mm
であった．試験片の合金成分を Table 1 に示す．使用した溶

Fig. 4

Effect of welding materials and welding process on fume
generation.

接ワイヤは，直径 1.0 mm の Al-Mg 合金ワイヤ A5356 と純ア
ルミニウムワイヤ A1100 であった．ワイヤの合金成分を
Table 2 に示す．アルゴンをシールドガスとして，流量を 15
l /min にした．

おける主な差異がマグネシウムの含有量であり，A1100 ワイ
ヤではマグネシウムが含まれていないことに対して，A5356

3.

交流パルスミグ溶接によるヒューム発生抑制効果

ワイヤでは 4.69 % も含まれている．したがって，Al-Mg 合
金ワイヤを用いた直流パルスミグ溶接では，ワイヤ中のマグ

鉄鋼材料の溶接ヒュームに関する検討はこれまで多くな
されたが， Al-Mg 合金の溶接ヒュームに関する検討は少な
6)

い ．ここで，Al-Mg 合金の直流パルスミグ溶接のヒューム

ネシウム合金元素が溶接ヒューム発生量の増加に大きく寄
与すると考えられる．
一方，交流パルスミグ溶接では，ワイヤの種類（合金元素）

発生量に及ぼす主な因子の影響を調べ，交流パルスミグ溶接

にかかわらず溶接ヒューム発生量はほぼ一定であり，A1100

によるヒューム発生抑制効果を明らかにする．

ワイヤの直流パルスミグ溶接の場合よりも少ない．交流パル

溶接ヒュームの発生量に及ぼすワイヤと母材の合金成分
の影響を直流パルスミグ溶接と交流パルスミグ溶接を比較

スミグ溶接は，ワイヤ中のマグネシウムが溶接ヒューム発生
量に対する寄与を顕著に抑制できることがわかる．

して Fig. 4 に示す．ワイヤ送給速度を 5.85 m/min に固定して

上記の溶接ヒューム発生量とワイヤ材質および溶接法の

溶接ヒューム発生量の最も低い場合の適正電圧に設定し，ワ

関係は，試験片 A5083 においても A7075 においても同じ傾

イヤと母材を組み合わせて実験を行った．直流パルスミグ溶

向を示している．A7075 試験片には沸点 1184 K7) の亜鉛が

接では，A5356 ワイヤの場合の溶接ヒューム発生量は A1100

5.6 % 含まれている．亜鉛が沸点 1363 K8) のマグネシウムよ

ワイヤの約 3～4.5 倍になっている．両ワイヤの合金成分に

りも蒸発しやすいにもかかわらず，A5083 試験片を使用した

378

研究論文

仝他：交流パルスミグ溶接法による溶接ヒューム抑制機構の研究

場合に比べて A7075 試験片の場合の溶接ヒューム発生量が
増加する傾向は認められなかった．したがって，適正アーク

度は，直流パルスミグ溶接より広いことがわかる．
溶接ヒューム発生量に及ぼす溶接電流の影響を Fig. 6 に示

電圧における直流パルスミグ溶接のヒューム発生量には，母

す．アーク電圧は，各溶接電流において Fig. 5 で示したよう

材側の蒸発しやすい合金元素がほとんど寄与せず，ワイヤ側

な最適なアーク電圧範囲を調べた上で，溶接ヒューム発生量

の蒸発しやすい合金元素の寄与が支配的である．

の最も低い場合の電圧に設定した．また，一般的に EN 極性

溶接ヒューム発生量に対するアーク電圧の影響を Fig. 5 に

の電流積算面積とパルス 1 周期の電流積算面積の比を EN 極

示す．ワイヤ送給速度を 7.17 m/min に固定して，アーク電圧

性比率と定義されるが，本研究に使用された溶接電源では

を 17～24 V の広い範囲にわたって調整した．全電圧範囲に

EN 極性比率の設定および表示ができないため，EN 極性の

わたって，交流パルスミグ溶接のヒューム発生量は，直流パ

電流を一定にした．直流パルスミグ溶接と交流パルスミグ溶

ルスミグ溶接に比べて明らかに少ない．直流パルスミグ溶接

接ともに，溶接電流の増加につれて溶接ヒューム発生量が増

と交流パルスミグ溶接ともに，溶接ヒューム発生量が最も少

加傾向にあるが，実験した電流範囲にわたって交流パルスミ

ない最適なアーク電圧範囲（20～22.5 V）が存在している．

グ溶接のヒューム発生量は直流パルスミグ溶接より顕著に

この最適なアーク電圧範囲を超えると，直流パルスミグ溶接

減少している．また，交流パルスミグ溶接において，溶接電

ではヒューム発生量が急激に増加するが，交流パルスミグ溶

流が 90 A を超えると溶接ヒューム発生量の増加は大きくな

接のヒューム発生量の増加は相対的に緩やかである．溶接ヒ

る．その原因としては，溶接電流の増加にともないパルスの

ューム発生量に対する交流パルスミグ溶接のアーク電圧裕

周波数が高くなって EN 時間が短くなるので，交流の効果が
弱まり直流パルスミグ溶接に近づくようになったことが考
えられる．
4.

交流および直流パルスミグ溶接のアーク現象の観察

前章で示したように，Al-Mg 合金ワイヤを用いた直流パル
スミグ溶接の多いヒューム発生量は，ワイヤ中の合金元素で
あるマグネシウムに関係している．マグネシウムの沸点が
1363 K8) であり，アルミニウムの沸点 2793 K9)よりかなり低
く蒸発しやすい．したがって，マグネシウムの蒸発を支配す
るワイヤの溶融現象および溶滴移行現象は溶接ヒューム発
生機構の解明に重要となると考えられる．そこで，最大撮影
速度 8000 コマ/秒の高速度カメラ撮影によってアーク現象の
観察を行った．
4.1 ワイヤの溶融現象に及ぼす EP と EN 極性の影響
Fig. 5

Effect of welding voltage on fume generation.

Fig. 7 に直流パルスミグ溶接の EP 極性ベース期間のアー
ク現象と交流パルスミグ溶接の EN 極性期間のアーク現象を

Fig. 7
Fig. 6

Effect of welding current on fume generation.

Comparison of arc phenomenon at wire tip between EP
polarity and EN polarity.
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⑴

ただし，T：溶滴の平均温度（K）
H：溶滴の平均保有熱量（J/g）
T0：室温（K）
ΔT：熱量計の水温上昇（K）
式⑴により Fig. 8 に示した溶滴の平均保有熱量を平均温度
に換算し，その結果を同図にも示す．直流パルスミグ溶接の
場合，溶滴の平均温度は 1634 K となり，交流パルスミグ溶
接の場合，溶滴の平均温度は 1488 K となる．
アルミニウム合金ワイヤの直流ミグ溶接（パルス無し）の
場合，一定の溶接電流においてアーク電圧が低いほどワイヤ
の溶融速度は速くなり，M. Kiyohara らはこの現象をメソス
プレー移行と名づけた 12)．X. Fu らは，溶滴の平均保有熱量
Fig. 8

Measurement of droplet heat content and estimation of
droplet temperature.

を測定してアーク電圧が低いほど溶滴の平均保有熱量が少
なくなることを明らかにしている 13)．X. Fu らの報告によれ
ば，メソスプレー移行の場合，溶滴の平均温度範囲は 1373
～1573 K であり，高いアーク電圧の場合，溶滴の平均温度

比較して示す．EP 極性では，アークルートがワイヤ先端の

範囲は 1473～1673 K であった．したがって，本研究の実験

下半球部に集中しており，下半球部が過熱される．ワイヤの

で得られた交流パルスミグ溶接における溶滴の平均温度

固体部分の溶融は，溶滴の過熱部分からの熱輸送に依存する

1488 K は，直流ミグ溶接のメソスプレー移行の場合に相当

ため，高い温度勾配が必要となると推察される．

する．また，直流パルスミグ溶接における溶滴の平均温度

一方，EN 極性では，陰極点がワイヤ表面の酸化物を求め

1634 K は，直流ミグ溶接の高いアーク電圧の場合に相当す

て上方へ這い上がり，ワイヤ先端の未溶融部を直接加熱する

る．直流ミグ溶接ではアーク長を短くして溶滴の平均温度を

ので，溶滴内の温度分布が比較的に均一になると推察される．

低減できるが，パルスミグ溶接の場合，ベース電流期間中の

また，ワイヤ先端における陰極クリーニング作用によって，

極性を EP から EN へ切り換えることによって溶滴の平均温

ワイヤ表面の酸化皮膜が除去され，溶滴表面の酸化物はほと

度を下げることができる．

んど無くなっていると考えられる．

本実験で使用した溶接ワイヤ A5356 には，合金元素とし

ワイヤ先端の固体部分と溶滴の界面における温度がワイ

て 4.69 % のマグネシウムが含まれている．R.A. Woods の計

ヤの融点であり一定であるため，ワイヤ電極の極性によって

算結果によれば，このワイヤ合金の沸点は約 1833 K であ

溶滴中の温度勾配が異なれば，溶滴の平均温度或いは平均保

る 14)．ここで，直流パルスミグ溶接の平均溶滴温度が 1634 K

有熱量も異なる．試作熱量計を用いて測定した溶滴の平均保

であり，ワイヤ合金の沸点に近い．また，EP 極性のアーク

有熱量を Fig. 8 に示す．交流パルスミグ溶接に比べて，直流

ルートが溶滴の下半球に集中しており，溶滴は局所的に過熱

パルスミグ溶接の方は溶滴の平均保有熱量が明らかに多い．

される．したがって，直流パルスミグ溶接では，溶滴内の温

また，この多い保有熱量によって溶滴中のマグネシウムの蒸

度差が大きく，局所的に温度が沸点を超えることがあると推

発が激しくなって溶滴に熱量損失をもたらすため，実際の溶

察できる．その結果，マグネシウムの蒸発が激しくなり，溶

滴の平均保有熱量は測定値より多いことも推察される．

接ヒューム発生量は多くなると考えられる．一方，交流パル

高温領域における Al-Mg 合金の熱物理データに関する報

スミグ溶接では，溶滴の平均温度は沸点より 345 K も低い．

告が少ないため，測定した溶滴の平均保有熱量を正確に溶滴

また，EN 極性期間においてマグネシウムの蒸発につながる

の平均温度に換算することは困難であるが，参考として純ア

溶滴の局所過熱が少ない．このため，交流パルスミグ溶接の

ルミニウムの熱物理データを使用して溶滴の平均温度を推

場合，溶滴におけるマグネシウムの蒸発が有効に抑制され，

算すると以下のようになる．

溶接ヒューム発生量の減少に寄与すると考えられる．

まず，純アルミニウムの比熱 10)，融解潜熱および融点 11) な
どのデータを用いて，単位質量のワイヤを試作熱量計の測定
水温から任意の溶滴平均温度まで加熱するに必要な熱量を

4.2

適正アーク電圧における交流および直流パルスミグ
溶接のアーク現象の比較

溶滴の平均温度の関数として導出する．そして，この必要な

Fig. 9 に適正アーク電圧 20.5 V における直流パルスミグ溶

熱量は実測の溶滴の平均保有熱量に等しいと見なして整理

接のアーク現象を示す．画像シリーズ A は，比較的にスム

すれば，次式に示す溶滴の平均温度と平均保有熱量の関係が

ーズな溶滴移行状況であるが，ネッキング部がワイヤ中心線

得られる．

に沿わずワイヤの側面に偏っている．その原因は，融点の高

T＝0.848H＋1.95×10－4(T0＋ΔT )2＋0.65(T0＋ΔT )

い酸化皮膜の存在にあると考えられる．偏ったネッキング部
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Fig. 9

Typical arc phenomenon related to fume generation in DC pulsed MIG welding.

は，溶滴が離脱した直後に破断して右方向へ飛散し，スパッ
タとして放出される．

ームを放出している．
画像シリーズ E は，溶滴内部における気泡の急膨張現象を

画像シリーズ B は，溶滴内部の激しい蒸発による気泡の

示す．大きな気泡が溶融池表面に接触して破裂し，スパッタ

形成と破裂の状況を示す．パルスピーク電流の終わり頃に，

を大量に放出している．その後，再び内部に気泡が形成され，

溶滴の下半球が過熱されて内部に大きな気泡を形成してい

破裂するとともに大きく変形している．

る．そして，気泡が破裂し溶滴も離脱したが，過熱された細

適正なアーク電圧における直流パルスミグ溶接では，ワイ

長い残留溶融金属の先に大きな気泡は再び形成している．そ

ヤ先端に融点が 2320 K15) と高い Al2O3 の皮膜が存在するた

の後，気泡が破裂してスパッタが飛散している．

め，ネッキング部がワイヤの中心線からそれて対称性を失い，

画像シリーズ C は，パルスピーク電流直後に溶滴からの

溶滴離脱後に小さいスパッタとなる．ネッキング部は電流密

スパッタ放出の状況を示す．過熱された溶滴には複数個の小

度が高いためさらに過熱され，マグネシウムが激しく蒸発し

さい気泡が形成されて，溶滴が不規則な形になっている．気

て大きな気泡になることもある．溶滴の温度が高いのでマグ

泡の破裂にともなって多数のスパッタが飛散している．その

ネシウムが溶滴の内部においても蒸発して大きな気泡とな

後，大きな気泡の形成と破裂も見られる．

り，溶滴の激しい爆発は頻繁に発生する．そのため，スムー

画像シリーズ D は，溶滴の最も激しい爆発現象を示す．

ズに移行できる溶滴の割合は約 13 % に過ぎなかった．溶滴

溶滴の下半球の内部に大きな気泡が形成され，激しく爆発し

の爆発に伴い，大量の金属蒸気とスパッタがアーク領域から

て大量のスパッタが飛散している．また，ネッキング部はス

放出される．金属蒸気のみならず，微細なスパッタも溶接ヒ

パッタとして右方向へ飛んでゆき，飛行中に大量の溶接ヒュ

ューム発生量の増加に寄与すると考えられる．
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Typical arc phenomenon related to fume generation in AC pulsed MIG welding.

Fig. 10 に適正アーク電圧 21 V における交流パルスミグ溶

もかなり小さい．爆発無しでスムーズに移行できる溶滴の割

接のアーク現象を示す．画像シリーズ A は，交流パルスミ

合は約 80 % であり，直流パルスミグ溶接の場合の 6 倍以上

グ溶接の典型的な溶滴移行の状況を示す．パルスピーク電流

であった．その結果，アーク域から放出されたマグネシウム

の直後において，ワイヤ先端に球状の溶滴が形成され，ネッ

の蒸気および微細スパッタが少なく，溶接ヒューム発生量は

キング部がワイヤ中心線に沿って尖った円錐状になってい

直流パルスミグ溶接の四分の一以下になったと考えられる．

る．そして，溶滴がスムーズに離脱してネッキング部の残留
溶融金属も表面張力の作用によりワイヤ先端に戻っている．

4.3

溶接のアーク現象の比較

画像シリーズ B は，パルスピーク電流の終わり頃に溶滴
が離脱する場合である．電流が大きいため，ネッキング部が
過熱されて破断してスパッタとして飛散している．

高いアーク電圧における交流および直流パルスミグ

高速度カメラで撮影したフィルムをチェックして 200 パ
ルス周期にわたる溶滴移行を統計した結果，アーク電圧 24.5

画像シリーズ C は，溶滴離脱瞬間における気泡の形成現

V における直流パルスミグ溶接では，2 パルス 1 溶滴移行の

象を示す．気泡が破裂して金属蒸気とスパッタを放出してい

割合が 14 % であり，3 パルス 1 溶滴移行の割合が 43 % で

る．

ある．三つ目のパルスで溶滴が移行できなければ，10 パル

画像シリーズ D は，交流パルスミグ溶接では最も激しい

ス以上経過して溶滴が大きく成長し，重力によって移行する

溶滴爆発現象である．溶滴の下表面から気泡が破裂した後，

ことが多い．Fig. 11 に 13 パルス 1 溶滴移行のアーク現象を

表面張力によって液体金属が急に球状へ戻るが柱状隆起が

示す．ワイヤ先端の溶滴は非常に大きく成長しており，パル

発生してスパッタとなっている．

スピーク電流に繰り返して過熱され，マグネシウムの蒸発が

上述のように，基本的には，交流パルスミグ溶接における

非常に多い．激しい爆発にともなって大量の金属蒸気とスパ

マグネシウムの蒸発，溶滴の爆発およびスパッタの発生現象

ッタを放出している．その結果，溶接ヒューム発生量は，適

は直流パルスミグ溶接の場合と同じである．ただし，溶滴の

正アーク電圧の場合より約 3 倍も多くなっていたと考えら

温度が低いために，マグネシウムの蒸発が少なく爆発の規模

れる．
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Fig. 11

Arc phenomenon related to fume generation in DC pulsed MIG welding at high arc voltage.

Fig. 12

Arc phenomenon related to fume generation in AC pulsed MIG welding at high arc voltage.

一方，アーク電圧 24.5 V における交流パルスミグ溶接で

ため，溶滴表面に酸化皮膜の有無による溶滴移行抗力の差の

は，2 パルス 1 溶滴移行の割合が 86 % であり，3 パルス 1

影響が顕著に現れ，直流パルスミグ溶接の溶滴移行が比較的

溶滴移行の割合が 16 % である．3 パルス 1 溶滴移行のアー

に難しくなり，ワイヤ先端における停留時間が長くなって過

ク現象を Fig. 12 に示す．二つ目のパルスの終わりに，溶滴

熱され，溶接ヒューム発生量は急増すると考えられる．

が過熱されて下表面から気泡が放出され柱状隆起となって
いる．その後，金属蒸気が溶接ヒュームになっていることが
確認できる．そして，三つ目のパルスで溶滴がスムーズに離

4.4

低いアーク電圧における交流および直流パルスミグ
溶接のアーク現象の比較

脱できた．適正アーク電圧の場合に比べて，溶滴が三つのパ

Fig. 13 に低いアーク電圧 18 V における直流パルスミグ溶

ルスピーク電流に過熱されてマグネシウムの蒸発が多くな

接のアーク現象を示す．最初の短絡の直後に溶滴が約 4.8 ms

り，溶接ヒュームの発生量はアーク電圧の増加にともなって

の間溶融池表面と接触しているが，溶滴の上方とワイヤとの

増加する．ただし，高いアーク電圧の直流パルスミグ溶接に

間にネッキング部が形成できず，溶滴は移行できなかった．

比べて，ワイヤ先端における溶滴の停留時間が短くて過熱の

そして，パルスピーク電流が出力されてその強い電磁ピンチ

程度が弱く，マグネシウムの蒸発やそれにともなう溶滴の爆

力により溶滴と溶融池表面の間にネッキング部が形成され，

発がかなり少ないため，アーク電圧の増加にともなう溶接ヒ

溶滴が一旦ワイヤの先端に戻って短絡が解除された．その後，

ューム発生量の増加は緩やかである．

再び短絡が発生してパルスピーク電流期間中に溶滴が離脱

アルミニウム合金ワイヤの表面に存在する Al2O3 皮膜の

したが，大電流アークの再生にともなってアークプラズマ体

融点が 2319 K であり，直流パルスミグ溶接の平均溶滴温度

が急膨張し，ネッキング部および溶滴は爆発したかのように

1634 K より約 700 K も高い．直流パルスミグ溶接では，ワ

飛散している．同時に，大量のスパッタが放出されることに

イヤ表面の酸化皮膜がワイヤの溶融にともなって溶融でき

より溶接ヒューム発生量は非常に多くなったと考えられる．

ず，溶滴の表面に残ることもあると推測できる．1573～1773

Fig. 14 に低いアーク電圧 18 V における交流パルスミグ溶

K における Al2O3 の引張強さが 43.90～12.03 MPa

16)

であり，

接のアーク現象を示す．溶滴の表面に強度の高い酸化皮膜が

高温強度の高い酸化皮膜の存在は溶滴移行の抗力となる．一

少ないため，短絡直後に，溶滴の上方とワイヤとの間にネッ

方，交流パルスミグ溶接では，EN 極性期間におけるワイヤ

キング部が容易に形成された．そして，ネッキング部が破断

先端の陰極クリーニング効果によりワイヤ表面の酸化皮膜

してアークが再生するにともなってスパッタが飛散してい

が除去されるので，溶滴は直流パルスミグ溶接より移行しや

るが，同じアーク電圧の直流パルスミグ溶接における爆発的

すくなる．高いアーク電圧の場合，EP 極性のパルスピーク

なアーク現象より穏やかであるため，溶接ヒューム発生量の

期間中においても，アークルートが溶滴の下半球に集中しや

増加は少ないと考えられる．

すく溶滴移行の駆動力である電磁ピンチ力が弱くなる．この
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Fig. 13

Arc phenomenon related to fume generation in DC pulsed MIG welding at low arc voltage.

Fig. 14

Arc phenomenon related to fume generation in AC pulsed MIG welding at low arc voltage.
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アーク電圧の増加につれて，溶接ヒュームの主な物質構成成
5.

溶接ヒューム微粒子の観察および成分分析

分は変わらないが，各構成成分の相対的なスペクトルピーク
強さは明らかに変化している．低いアーク電圧の 18 V の場

前章では，溶滴におけるマグネシウムの蒸発や溶滴の爆発

合，金属アルミニウムのスペクトルピークが最も強く，MgO

にともなう微細スパッタの飛散が溶接ヒューム発生量の増

のスペクトルピークが非常に弱い．γ-Al2O3 のスペクトルピ

加に寄与する可能性を示した．マグネシウムの蒸発および微

ークはそれらの中間である．アーク電圧の増加につれてアル

細スパッタの飛散と溶接ヒューム発生の関連性を明らかに

ミニウムのスペクトルピークが次第に弱くなり，逆にγ-

するために，溶接ヒュームの平均成分分析，溶接ヒューム微

Al2O3 と MgO のスペクトルピークは強くなる．適正アーク

粒子の形状と成分同定は重要な手がかりとなる．このため，

電圧の 20 V では，γ-Al2O3 のスペクトルピークがアルミニ

X 線回折による溶接ヒュームの構成物質分析，SEM-EDX に

ウムのスペクトルピークを上回って最も強くなっている．そ

よる溶接ヒュームの構成元素分析，透過型電子顕微鏡（TEM）

して，過大なアーク電圧の 24 V では，MgO のスペクトルピ

による溶接ヒューム微粒子の形状観察および成分同定を行

ークは最も強くてγ-Al2O3 のスペクトルピークをはるかに

った．

超えているに対して，アルミニウムのスペクトルピークは認

5.1 X 線回折による溶接ヒュームの構成物質分析

められないほど弱くなっている．
定性的には，物質のスペクトルピーク強さの変化傾向はそ

交流および直流パルスミグ溶接のヒュームに対する X 線

の物質成分の割合の変化を表し，スペクトルピークの相対強

回折の結果を Fig. 15 に示す．Al-Mg 合金ワイヤ A5356 を用

さが大きくなるにつれてその物質の割合も多くなる．したが

いて，ワイヤの送給速度を 7.17 m/min に固定した．溶接ヒュ

って，アーク電圧の増加につれて，溶接ヒューム中の金属ア

ームの成分は，主としてアルミニウムの酸化物，マグネシウ

ルミニウムの割合は次第に小さくなり，MgO の割合は大き

ムの酸化物および金属アルミニウムの 3 つの物質から構成

くなっていく．適正アーク電圧におけるγ-Al2O3 の割合は，

されている．アルミニウム酸化物のほとんどはγ-Al2O3 であ

低いアーク電圧の場合より少々大きいが，高いアーク電圧の

るが，κ-Al2O3，θ-Al2O3，δ-Al2O3 の弱いスペクトルピーク

場合より明らかに小さい．

も存在している．

低いアーク電圧においては，長い短絡によって溶滴が冷却

同じアーク電圧において，直流パルスミグ溶接のヒューム

されるためマグネシウムの蒸発による気泡の形成現象はほ

の回折パターンは，交流パルスミグ溶接のそれに似ている．

とんど観察されなかった．そのため，溶接ヒューム中の MgO
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X-ray diffraction patterns of fume collected at different arc voltages in DC/AC pulsed MIG welding.

の割合が小さく，X 線回折による物質構成分析では MgO ス

から放出されて溶接ヒュームになる微細スパッタは完全に

ペクトルの相対強度が非常に弱かった．また，短絡アークの

酸化され，溶接ヒューム中に金属アルミニウムの存在は検出

ために高温域が小さく，ワイヤとほぼ同成分のスパッタが強

されなかったと考えられる．

い勢いで飛散するため，溶接ヒュームになる微細スパッタが
完全に酸化されず，金属アルミニウムの割合はより高いアー
ク電圧の場合に比べて大きくなったと考えられる．

5.2 SEM-EDX による溶接ヒュームの構成元素分析
SEM-EDX 手法を用いて溶接ヒュームのかたまりに対する

高いアーク電圧においてはアーク長が長くなるため，高温

面分析結果を Fig. 16 に示す．溶接ヒュームには酸素も存在

領域は大きい．それに，ガスシールドの効果が低下し，空気

しているが，正確な定量分析の結果を得るために酸素を除外

の巻き込みが多くなると考えられる．その結果，アーク領域

してマグネシウムとアルミニウムだけを定量分析の対象と
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ュームになり，交流パルスミグ溶接では 1.5 mg のマグネシ
ウムと 0.9 mg のアルミニウムが溶接ヒュームになった．す
なわち，直流パルスミグ溶接のヒューム中のマグネシウムは
交流パルスミグ溶接の 3.6 倍であり，直流パルスミグ溶接の
ヒューム中のアルミニウムは交流パルスミグ溶接の 6.1 倍で
ある．したがって，高いアーク電圧域では，Fig. 5 で示した
直流パルスミグ溶接のヒューム発生量の急増は，マグネシウ
ムより蒸発しにくいアルミニウムにも密接に関係している
ことがわかる．すなわち，溶滴移行ミスによりワイヤ先端に
おける溶滴の滞留時間が長くなって溶滴の爆発現象が激し
くなり，アルミニウムを主成分とするスパッタの飛散が多く
微細なスパッタが溶接ヒュームの急増に寄与している．この
ため，高電圧直流パルス溶接のヒューム中のマグネシウム原
子数の割合は減少傾向になったと考えられる．
Fig. 16

Effect of arc voltage on chemical composition of welding
fumes.

中間アーク電圧域では，アーク電圧の増加にともない短絡
の発生が少なくなり溶接ヒューム中のアルミニウム原子の
割合が減少し，マグネシウム原子の割合は増加する．適正ア

した．

ーク電圧 21 V において，直流パルスミグ溶接と交流パルス

直流パルスミグ溶接では，アーク電圧が 18 V から 23 V ま

ミグ溶接のヒューム中のマグネシウムおよびアルミニウム

で増加するにともなって，溶接ヒューム中のマグネシウム原

の原子数割合がほぼ同じであるが，前者のヒューム発生量は

子数の割合が 6 % から 77 % 程度まで増加し，アルミニウ

後者の 5 倍以上もある．したがって，直流パルスミグ溶接に

ム原子数の割合が 94 % から 23 % まで減少している．アー

おけるヒューム中のアルミニウムの絶対量が交流パルスミ

ク電圧が 23 V を超えると，原子数割合変化の傾向が逆転し

グ溶接より明らかに多い．これは，直流パルスミグ溶接の場

ている．交流パルスミグ溶接では，アーク電圧の増加にとも

合，中間アーク電圧域でもマグネシウムの蒸発による溶滴の

なってマグネシウム原子数の割合が単調に増加するが，その

爆発現象が交流パルスミグ溶接より激しく，アルミニウムを

最大値 65 % が直流パルスミグ溶接の場合の最大値 77％よ

主成分とするスパッタの飛散が多くなることに起因してい

り小さい．特に，高いアーク電圧域において原子数割合変化

ると考えられる．

の傾向は逆転していない．
低電圧領域においては，直流パルスミグ溶接と交流パルス
ミグ溶接ともに，溶接ヒューム中のマグネシウム原子数の割
合が極めて少ない．特にアーク電圧 18 V の場合，マグネシ

5.3 TEM による溶接ヒューム微粒子の形状観察および成
分同定
Fig. 17 に溶接ヒューム微粒子の形状を示す．基本的には，

ウム原子数の割合が約 6 % であり，マグネシウムとアルミ

球状の微粒子と形状の識別できない超微粒子の集まり（雲状

ニウムの二元系において原子量を考慮して計算すると 5.4 %

に見える）に分けることができる．直流パルスミグ溶接，交

のマグネシウム質量比となる．この比率はワイヤの成分にか

流パルスミグ溶接のいずれにおいても，低アーク電圧（18 V）

なり近い．また，5.1 節で示したように，溶接ヒューム中の

の場合はほとんどが球状微粒子であり，雲状のものはあまり

金属アルミニウムの割合は低アーク電圧において最も多く，

見られない．アーク電圧の増加につれて雲状のものが多く現

酸化された程度は低い．したがって，低アーク電圧における

れ，とりわけ 24 V の高いアーク電圧の直流パルスミグ溶接

溶接ヒュームの発生は，マグネシウムの蒸発にはほとんど関

において雲状の超微粒子の集まりが最も顕著に現れている．

係せず，短絡移行にともなって，溶融ワイヤの一部が微細ス

Fig. 17 に示した典型的な球状微粒子の一つを拡大して Fig.

パッタとしてアークより放出され，その表層部のみ酸化され

18 に示す．また，この球状微粒子に対する成分分析の結果

て溶接ヒュームになったと考えられる．

も同図に示す．その主成分はアルミニウムと酸素であり，マ

一方，高アーク電圧 24 V の場合，Fig. 15 からわかるよう

グネシウムはほとんど認められない．銅（Cu）のスペクト

に溶接ヒュームの主成分は MgO と Al2O3 である．溶接ヒュ

ルピークは，観察用試料を載せる銅グリッドによるものであ

ームを MgO と Al2O3 の混合物と見なして，アーク電圧 24 V

る．アルミニウムとマグネシウムの原子数を 100 % として

における溶接ヒューム発生量および溶接ヒューム中のマグ

定量分析した結果，アルミニウムの原子数割合は 99 % もあ

ネシウムとアルミニウムの原子数割合を用い，溶接ヒューム

り，マグネシウムの原子数割合は 1 % であった．また，同

中のマグネシウムとアルミニウムの質量を算出できる．その

じ球状微粒子に対する物質構造の同定結果を Fig. 19 に示す．

結果，1 g のワイヤ溶融量において，直流パルスミグ溶接で

球状微粒子は，γ-Al2O3 であることがわかった．

は 5.3 mg のマグネシウムと 5.4 mg のアルミニウムが溶接ヒ

Fig. 18 の場合と同様に Fig. 17 で示した雲状の超微粒子の
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Fig. 17

Micrographs of welding fume particles observed with TEM.

集まりに対する成分分析結果を Fig. 20 に示す．この場合，
TEM 写真の白丸印中を分析の対象範囲とした．この範囲の
超微粒子の主成分はマグネシウムと酸素であり，アルミニウ
ムの弱いスペクトルピークも現れている．アルミニウムとマ
グネシウムの原子数を 100 % として定量分析した結果，マ
グネシウムの原子数割合は 95.49 % もあり，アルミニウムの
原子数割合は 4.51 % であった．同じ超微粒子範囲に対する
物質構造の同定結果を Fig. 21 に示す．大量の超微粒子の集
まりであるため，リングパターンだけが得られた．超微粒子
の集まりは，MgO であることがわかった．
Fig. 18

Composition analysis of welding fume particle.

5.4 溶接ヒューム発生メカニズムの考察
以上の溶接ヒューム平均成分分析および微粒子形状観察
と成分同定の結果より，Al-Mg 合金ワイヤを用いた交流およ

溶滴中のマグネシウムは，沸点が低いため非常に蒸発しや

び直流パルスミグ溶接のヒューム微粒子の形成過程を以下

すい．蒸発したマグネシウム蒸気がアルゴンガスのシールド

のように推察できる．

範囲外に出ると，活性度が高いために大気中の酸素と衝突し
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れた MgO 粒子は大きく成長できず，高倍率の TEM でもそ
の形状を識別できない超微粒子として溶接ヒュームの一部
になると考えられる．
一方，純アルミニウムワイヤの交流および直流パルスミグ
溶接のヒューム発生量が非常に少ないことは，アルミニウム
の蒸発による溶接ヒューム発生量が非常に少ないことを示
唆している．したがって，Al-Mg 合金ワイヤを用いる場合に
おいても，アルミニウムの金属蒸気によるヒューム発生量へ
の寄与はかなり少ないと推測できる．しかし，溶接ヒューム
中には大量の Al2O3 球状微粒子が存在していることから，こ
れらはアルミニウムが金属蒸気として蒸発後に酸化され，そ
の後の凝集によって大きく成長したものとは考えにくい．す
なわち，アルミニウムは主に微細な液体金属スパッタとして
アーク領域から放出され，表面張力によって丸くなり，酸化
されて Al2O3 の球状微粒子として溶接ヒュームの一部にな
ると考えるのが妥当である．
低いアーク電圧においては，短絡が頻繁に発生するために
Fig. 19

Identification of γ-Al2O3 particle by X-ray diffraction
pattern.

ワイヤ成分に近いスパッタが多く発生する．微細な液体金属
のスパッタは，単位体積あたりの表面積が大きいため完全に
酸化されることが考えられる．しかし，X 線回折による溶接
ヒュームの平均成分分析でアルミニウム金属の存在が検出
されていたことは，大きめの液体金属スパッタがその中心部
まで完全に酸化されていないことを示唆している．ただし，
TEM 観察では金属アルミニウムを同定できなかった．その
原因は，抽出レプリカ法により溶接ヒューム微粒子の TEM
観察用試料を作成した際，大きな溶接ヒューム微粒子がアセ
チルセルロース薄膜に取り込まれなかったためと考えられ
る．したがって，低いアーク電圧において，溶接ヒュームは
主に球状の Al2O3 微粒子と表層部のみが酸化されたアルミ
ニウム微粒子から構成され，超微粒子 MgO の割合が小さい．
適正アーク電圧になると，短絡の発生が少なくなって溶接

Fig. 20

Composition analysis of super fine welding fume.

ヒュームの発生量も最小となる．そしてアーク電圧の増加に
ともなってマグネシウムの蒸発は激しくなり，溶接ヒューム
中の超微粒子 MgO の割合は大きくなる．また，溶滴の爆発
などにともなって微細スパッタが発生して酸化され，その外
周が Al2O3 で中心部がアルミニウムである微粒子，或いは完
全に酸化されて球状の Al2O3 微粒子として溶接ヒューム中
に存在する．
高いアーク電圧においてはマグネシウムの蒸発は一層激
しくなり，溶接ヒューム中に大量の超微粒子 MgO が存在す
る．特に，直流パルスミグ溶接では，アルミニウムを主成分
とする液体金属の微細スパッタも多く発生し，かつアーク長
が長いために微細スパッタが高温にさらされる時間が長く

Fig. 21

Identification of super fine MgO particles by X-ray
diffraction pattern.

なり，ガスシールドが不十分となり易いこととあいまって，
微細スパッタが完全に酸化されて Al2O3 微粒子となり，溶接
ヒューム発生量は急増する．この結果，高いアーク電圧の直
流パルスミグ溶接においては，溶接ヒューム中の Al2O3 微粒

て酸化される．そして，アークから離れるにつれて MgO が

子量が増加することによって，マグネシウムの原子数割合が

急冷される．MgO の融点は 3073 K である 15) ため，急冷さ

低くなる．
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め，マグネシウムの蒸発が比較的少なく，形成された気
6.

結

言

泡が小さく，その爆発頻度も少ないことにより溶接ヒュ
ームの発生を有効に抑制できる．

本研究では，Al-Mg 合金の交流および直流パルスミグ溶接

⑼

高いアーク電圧の場合，微細スパッタがほぼ中心部まで

におけるヒュームの発生挙動を検討した．得られた結果を要

酸化され，溶接ヒューム中の金属アルミニウムは少ない．

約すると次の通りである．

また，直流パルスミグ溶接では，ワイヤ先端における溶

⑴

Al-Mg 合金の直流パルスミグ溶接において，多量の溶接

滴の滞留時間が交流パルスより長いため，マグネシウム

ヒュームの発生はワイヤ中のマグネシウム合金成分に

の蒸発が非常に多くなり，激しい爆発にともなって大量

起因する．交流パルスミグ溶接を用いることにより，溶

の金属蒸気とスパッタを放出し，溶接ヒューム発生量は

接ヒューム発生量に対するワイヤ中のマグネシウム合

大幅に増加する．

金成分の影響を大幅に抑制できる．
⑵

⑶

⑽

低いアーク電圧の場合，マグネシウムの蒸発が少なく，

Al-Mg 合金の交流および直流パルスミグ溶接のヒュー

溶接ヒューム中の MgO の割合は小さい．不安定な短絡

ム成分は，主としてアルミニウムの酸化物，マグネシウ

にともなって微細スパッタも多発し，完全に酸化されず

ムの酸化物および金属アルミニウムの 3 つの物質から

溶接ヒュームとなるため，溶接ヒューム中の金属アルミ

構成されている．アルミニウムの酸化物はほとんどが

ニウムの割合は大きい．また，直流パルスミグ溶接では，

γ-Al2O3 であるが，κ-Al2O3，θ-Al2O3，δ-Al2O3 の存在

長期短絡が発生しやすく多量のスパッタが飛散するた

も検出された．

め，溶接ヒューム発生量は多い．

溶接ヒューム中のアルミニウム酸化物は，球状微粒子の
参

形を呈する．金属アルミニウムは，完全に酸化されてい
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