
1. 緒　　　　　言

タングステンイナートガス（TIG）アーク溶接システム

において，アークプラズマは，カソード（タングステンロ

ッド）とアノード（溶接材料）の間で作られる1)．確実なア

ーク放電誘発技術は，アーク溶接を使用する製造プロセス

において必要不可欠である．代表的な従来の誘発技術（法）

として高周波法，高電圧法及びタッチスタート法がある．

高周波法及び高電圧法は，従来高周波発生器及び直流高電

圧発生器によって電極間に存在するガスを電離させること

でアーク放電を誘発する2)．しかしながら，高周波法は周囲

のコンピュータ機器の動作を妨げる可能性があり，高電圧

法については高電圧による事故を防ぐための電気回路を電

源内に設けている2，3)．タッチスタート法では，ロッドを溶

接材料へ接触するまで下げた後，アークを誘発するために

すばやく引き上げる．本方法は，アーク溶接用電源以外の

電源を必要としない．タッチスタート法の利点は，その簡

易性である．しかしながら，ロッドを引き上げる際に溶接

材料にロッドの一部（タングステン）が溶け落ちることが

あり，溶接部に悪影響を及ぼす．これはタッチスタート法

の欠点である3)．

パルスレーザ集光によって形成されるプルームやプラズ

マチャンネルは，アーク放電を誘発するための電気的導通

路として機能する可能性がある．Fig. 1 (a)及び 1 (b)にプル

ーム及びプラズマチャンネル発生のためのレーザ集光方法

の概略及びアーク放電誘発のための配置概略図を示す．

Fig. 1 (a)中に示したようにプルームは，レーザを集光し，溶

接材料表面におけるレーザ強度がアブレーション閾値強度

以上になると，照射面から噴出する4)．プルームはイオン化し

た粒子を含んでいるので，ロッドに到達すれば両電極間の

導通路として機能し，アーク放電を誘発する．プラズマチ

ャンネルは，ガス中においてレーザ強度がガスブレイクダウ

ン閾値強度 I th.gb以上になる場合に，レーザによって電離した

ガスから構成される電気的導通路である5，6)．Fig. 1 (b)が示

すようにレーザを集光すると集光点に近づくにつれビーム

断面積 Sは減少し，集光点を通過すると増加する．従って，

集光点に近づくにつれレーザ強度 ILは増加し，集光点通過

後減少する．プラズマチャンネルの長さ lpは，集光点から I th.gb

と同じになる位置までの距離 lfの 2倍の長さになる．レーザ

ビームの直径を D，1パルス当たりのエネルギーを EL，パルス

幅をΔt，集光レンズの焦点距離を f，I th.gbになる時のビーム

断面積を Sth.gbとすると I th.gb = EL (Sth.gbΔt )－1，Sth.gb=πf 2(0.5D)2 l f
－2

となる．lp= 2 lfであるから lp= 4π－0.5 (Ith.gbΔt)－0.5D－1 fEL
0.5と表すこ

とができ，D, Δt及び fが一定の場合，lpを電極間距離と同

じかそれ以上にするためには，レーザエネルギー ELを調整
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する必要がある．溶接材料とロッド間にプラズマチャンネ

ルを形成し，その長さが電極間距離と同じかそれ以上の場

合，アーク放電を誘発できる可能性がある．プラズマチャ

ンネルは，すでにレーザ誘起スパークギャップに利用され

ている7)．しかしながら，TIGアーク溶接システムにおいて

プラズマチャンネルを用いたアーク放電誘発法については

報告されていない．

従来法では，溶接材料表面に酸化膜がある場合，放電が

誘発されないことがある．酸化膜によって溶接材料表面の

抵抗値が増加するためである．大気中においてアルミニウ

ム合金材等の表面では，自然に酸化膜が形成されるので確

実にアーク放電を誘発するためには，表面研磨等による酸

化膜除去を前処理として行う必要がある．プルームを用い

たアーク放電誘発法（プルーム法）では溶接材料表面の酸

化膜のレーザアブレーションが生じることになる．プラズ

マチャンネルを用いたアーク放電誘発法（プラズマチャン

ネル法）においてもプラズマチャンネル中を伝播したレー

ザにより溶接材料表面のレーザアブレーションが引き起こ

される．つまり，プルーム法及びプラズマチャンネル法で

は酸化膜除去のための前処理を必要とせずアーク放電を誘

発することができる．また，放電誘発の妨げとなっていた

酸化膜は，レーザアブレーションによって，プルーム及び

プラズマチャンネルの一部となりアーク放電誘発のために

利用される．

本研究では，TIGアーク溶接システムにおいてレーザ集

光によって発生したプルーム及びプラズマチャンネルを利

用しアーク放電誘発を試みた．両方法には同一のパルスレ

ーザ及び集光システムを用いた．溶接材料としてアルミニ

ウム合金試料をタングステンロッドの下に置き，ロッド下

の試料表面にレーザを集光した．両方法のアーク放電誘発

の信頼性は，プルーム及びプラズマチャンネル形成の再現

性に依存している．通常アルゴンやヘリウムガスはロッド

および溶接材料の溶融部の酸化を防ぐためのシールドガス

として使われている．したがって，プルーム形状はプルー

ムとアルゴンまたはヘリウムガスとの衝突によって決まる．

プラズマチャンネル形成については，シールドガス中のレ

ーザのガスブレイクダウン閾値強度に依存する．ガスブレ

イクダウン閾値強度は，ヘリウムガス中よりアルゴンガス

中の方が小さいことが調べられている5）．システムとして考

えた場合，可能な限り小型のパルスレーザの使用，つまり

最小レーザエネルギーにおいてアーク放電誘発を実現する

ことが望まれる．本実験では，プルーム法はアルゴン及び

ヘリウムガス中でそれぞれ行い，プラズマチャンネル法は

アルゴンガス中で行った．両方法において両電極間の距離

を変え，それぞれの距離におけるアーク放電誘発に必要な

最小レーザエネルギーについて測定し，それぞれの方法の

場合について比較した．

2. 実　験　条　件

Fig. 2 (a)，2 (b)，2 (c)及び 2 (d)に実験セットアップの概

略図，プルーム及びプラズマチャンネル観測用 CCDカメラ

の配置概略図及びアーク放電誘発のためのレーザ集光実験

配置概略図をそれぞれ示す．アーク溶接システムとして

Fig. 2 (a)に示しているように最大電流 300Aの直流電流型

TIGアーク溶接システムを用いた．プルーム及びプラズマ

チャンネル発生用のレーザとしてパルス Nd:YAG レーザ

（以下，パルスレーザ）を使用した．本実験ではパルスレー

ザによってアーク放電誘発を試みるので，本 TIGアーク溶

接システムが有しているアーク放電誘発のための高周波発

生回路を取り除いた．陰極には，直径 3.2 mmのタングステ

ンロッド，陽極にはアルミニウム合金（AA5083）試料を用
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Fig. 1 Principle of triggering arc discharge in the TIG arc welding using (a) a plume and (b) a plasma
channel produced by pulsed laser focusing.



いた．ロッドの先端は円錐型であり60度の角度を有してお

り，ロッドを保持している溶接トーチは直径 12.7 mmのガ

スレンズノズルを有している．アーク放電誘発実験時には，

電極間には約 60 Vの電圧を印加し，アーク電流は 50Aに設

定した．シールドガスとして，プルーム発生実験にはアル

ゴンまたはヘリウムガス，プラズマチャンネル発生実験に

はアルゴンガスを使用した．ガス流量は，10 l /minに設定し

た．パルスレーザの波長，パルス幅及びビーム直径はそれ

ぞれ 1064 nm，7 ns及び約 8 mmであり，試料には焦点距離

150 mmのレンズを用いレーザを集光した．本レーザの繰り

返し周波数は，10 Hzであるが，本実験ではアーク放電誘

発のためにシングルショット（1パルス照射）を行った．

Fig. 2 (b)に示したように二つの観測用 CCDカメラをロッド

に対し直行する二方向の軸上に設置した．本 CCDカメラを

用い，プルーム及びプラズマチャンネル形状を観測し，そ

れぞれの再現性を調べた．本観測システムはプルーム及び

プラズマチャンネル端がロッド先端部に接触するための位

置調整時にも使用した．Fig. 2 (c)及び 2 (d)中に示したパル

スレーザの集光角θLはθL= 2 tan－1 (0.5D / f )により与えられ

る．Dおよび fはそれぞれビーム直径及び集光レンズの焦

点距離であり，前述したように D = 8 mm，f =150 mmであ

るからθLは 3.1°となる．ロッドがパルスレーザ照射される

とアブレーションが起こり損傷を受ける．そこで，ロッド

のパルスレーザアブレーションを回避するたのパルスレー

ザ入射角θi，ロッド先端角θc及びパルスレーザ集光角θLは，

θi> 0.5 (θc+θL) の関係を満たさなければならない．Fig. 2 (d)

に示すようにレーザ光軸と試料表面との交点とロッド先端

までの距離，つまりアーク放電誘発に必要なプラズマチャ

ンネルの長さ lPとロッド先端と試料表面までの距離 dtは，

lP＝dt/cosθiにより与えられるので，θiの減少にともない l P

は小さくなり，必要なレーザエネルギーも低減される．θc

及びθLはそれぞれ 60°及び 3.1°であるから，θiの最小値は

31.5°となる．従って，Fig. 2 (c)及び 2 (d)にそれぞれ示した

プルーム及びプラズマチャンネル発生のためのパルスレー

ザ入射角θiは，32°に設定した．Fig. 2 (c)に示した焦点と試

料表面までの距離 l iは，プルームサイズが最も大きくなる

時の条件である 7.7 mmに設定した．Fig. 2 (d)に示した焦点

位置は，ロッド先端と試料表面との距離の半分の位置にな

るように設定した．dtは 1.5 mmから 3.5 mmまで 0.5 mm間

隔で変化させ，それぞれの dtにおけるアーク放電誘発のた

めに必要な最小レーザエネルギーを測定した．真空中におけ

るプルームを観測するために真空チャンバ内に試料を設置し，

Fig. 2 (c)で示した条件下でパルスレーザ照射実験を行った．

3. 実験結果と考察

Fig. 3 (a)，3 (b)及び 3 (c)はそれぞれレーザエネルギー

60 mJの場合の真空，アルゴン及びヘリウムガス下における
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Fig. 2 (a) A schematic diagram of the experimental setup to trigger arc discharge.  (b) Two CCD cameras installed
perpendicular to the rod to observe the plume and plasma channel formation.  (c) The laser focusing onto the Al
alloy plate.  (d) The laser focusing into Ar gas ejected from the nozzle between the electrodes.



典型的なプルーム像，Fig. 3 (d)には，アルゴンガス下でレ

ーザエネルギー 23 mJの場合に発生したプラズマチャンネ

ル像を示す．Fig. 3 (b)及び Fig. 3 (c)が示すように電極間距

離は 2.5 mmである．真空下におけるプルームは Fig. 3 (a)か

らわかるように試料表面から垂直方向に広がり，プルーム

の長さは 10 mm以上に達していた．Fig. 3 (b)及び 3 (c)はア

ルゴン及びヘリウムガス下において観測されたプルームで

あり，それぞれのサイズが真空におけるサイズより小さい

ことを示している．これらの結果は，プルームの噴出がア

ルゴン及びヘリウムガスによって妨げられたことを示して

いる．また，ヘリウムガス下におけるプルームの形状がア

ルゴンガス下の形状と異なりFig. 3 (c)中に示した不規則に

発生する成分を有することがわかる．プルーム観測から，

本不規則成分は，レーザ照射ごとに発生位置及び長さが変

化することがわかった．本不規則成分の挙動は，レーザエ

ネルギー 35 mJから 135 mJの範囲においても観測された．

しかしながら，Fig. 3 (b)から分かるようにアルゴンガス下

では，プルームは不規則に発生する成分を有することはな

かった．35 mJから 135 mJのレーザエネルギー範囲におけ

るレーザ照射実験においてもアルゴンガス下では，不規則

成分は観測されなかった．以上の観測結果は，ヘリウムガ

ス下ではプルームとガスとの衝突現象が不安定であること

を示している．アルゴンガス下では観測されなかったこと

からガスの密度あるいはイオン化ポテンシャルの違い5)によ

って衝突現象に差異が生じたものと考えられる．これらの

現象の解明には，詳細な理論的解析及び本不規則成分形成

の時間分解測定を含む実験的研究が必要となる．また，レ

ーザエネルギーが増加するにつれてアルゴンまたはヘリウ

ムガス下におけるプルームサイズは増加した．したがって，

電極間距離を増加させる際，アーク放電誘発のためにレー

ザエネルギーの増加が必要となる．

Fig. 4に電極間距離に対するアルゴン及びヘリウムガス下

におけるプルーム法及びアルゴンガス下におけるプラズマ

チャンネル法に要した最小レーザエネルギーを示す．電極

間距離が増加すると放電に必要な最小レーザエネルギーは

増加することがわかる．Fig. 4が示すように，プルーム法に

おいて，アルゴンガス下では，ヘリウムガス下よりも低い

レーザエネルギーで放電を誘発することができる．プラズ

マチャンネル法の場合，アルゴンガス下におけるプルーム

法の場合より低いレーザエネルギーで放電を誘発できるこ

とがわかる．ヘリウムガス下では，Fig. 3 (c)で示した不規

則に発生する成分の形成位置が，レーザ照射ごとに変化す

るので，常にプルーム先端がロッドのエッジに到達すると

は限らない．同様な不規則成分の挙動は，3 5 m J から

135 mJのレーザエネルギー範囲で観測された．ヘリウムガ

ス下においてもアルゴンガス下と同じ最小レーザエネルギ

ー時に放電が誘発される場合がある．これはプルームの不

規則成分が時折ロッドに到達するためと考えられる．しか

しながら確実な放電誘発は得られない．不規則成分の挙動

に左右されず，プルーム全体を導通路とした確実な放電誘

発を行うためには Fig. 4で示したレーザエネルギーが必要

となる．プラズマチャンネルによる放電誘発が Fig. 4が示

したような低いレーザエネルギーで達成されたことについ

て考察する．Fig. 3中の試料を取り除いた場合プラズマチャ

ンネルは観測されなかった．試料がない場合，アルゴンガ

ス下で長さ 3.6 mmのプラズマチャンネルを発生させるため
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Fig. 3 Optical images of plumes produced by pulsed laser irradiation at the laser energy of 60 mJ in (a) a vacuum, (b) Ar, and (c) He
atmospheres, respectively, and (d) a plasma channel in Ar gas produced by pulsed laser focusing at the laser energy of 23 mJ.

Fig. 4 Minimal laser energies for perfectly triggering arc discharge
using plume in Ar (●) and He (▲) atmospheres and using
plasma channel in Ar gas (■) as functions of distance
between the tungsten rod and the Al alloy plate, respectively.  



には 60 mJ程度のレーザエネルギーが必要であった．レー

ザ照射後顕微鏡観察を行った結果，試料上のレーザ照射面

にはクレーターが形成されており，これは，レーザ照射に

よりアブレーションが生じたことを示している．試料を設

置することにより長さ 3.6 mmのプラズマチャンネル形成に

必要なレーザエネルギー（閾値）が 60 mJから 23 mJに減

少した理由としてレーザアブレーションの有無が関係して

いることがわかる．はじめに，試料表面のレーザアブレー

ション領域から噴出する高速飛行粒子（ダスト粒子）につ

いて着目した．この場合，パルス時間内に Fig. 5 (a)に示し

た半径 lpの半円内にダスト粒子が散在している場合を想定

する．ダスト粒子のアブレーション閾値強度は，バルク材

表面における閾値強度より低いので，レーザビーム内でダ

スト粒子のアブレーションが生じプラズマチャンネルが形

成される8）．この場合，パルス幅の初期の時間帯にダスト粒

子が形成されたと仮定すると，少なくともパルス幅 tL＝7 ns

の間にタングステンロッドに到達していなければならない．

この際，必要な速度は vp＝lp / tLから導出され vp=5.1×105m/s

となる．試料表面におけるレーザ照射スポットは楕円形で

長径が 113μmで短径 96μmであるからレーザ強度はレー

ザエネルギーが 23 mJの場合 4×1014 W/m2になる．レーザ

強度 2×1015 W/m2におけるレーザ照射面から噴出したアル

ミニウム粒子の速度は約 1×103 m/sである9)．従って，レー

ザ強度 4×1014 W/m2時に 100倍以上の速度である 5.1×

105 m/sを有するダスト粒子が生成された可能性は低い．よ

って試料から噴出したダスト粒子がプラズマチャンネル形

成閾値を減少させた可能性は低いと考える．他のプラズマ

チャンネル形成の要因として，レーザ照射面から発生する

衝撃波あるいはプルームから放射される紫外線等の高エネ

ルギーフォトンがある10）．衝撃波あるいは高エネルギーフ

ォトンがアルゴンガスを電離し，ガスブレイクダウン閾値

低下に寄与している可能性がある．衝撃波あるいは高エネ

ルギーフォトンが関係する場合，Fig. 5 (b)に示したように

レーザ光軸上を徐々に集光レンズ方向に向かって電離した

ガス面が進行し，プラズマチャンネルが形成されることに

なる．これらを確かめるためにはプラズマチャンネル形成

の時間分解測定を含むより詳細な実験及び解析が必要とな

る．

4. 結　　　　　言

電極間距離 1.5 mmから 3.5 mmの範囲においてパルスレ

ーザ集光によって生成されるプルーム及びプラズマチャン

ネルを用い TIGアーク溶接システムにおける放電誘発に成

功した．プルーム法の場合，ヘリウムガス下よりもアルゴ

ンガス下の方が低エネルギーで放電誘発することができた．

アルゴンガス下におけるプラズマチャンネル法の場合，プ

ルーム法の場合よりさらに低いレーザエネルギーで放電誘

発することができた．低レーザエネルギーで放電誘発シス

テムを構築する場合，プラズマチャンネル法が有効である

ことがわかった．
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Fig. 5 (a) Reduction of gas breakdown threshold due to dust particles from the laser irradiation spot on the plate.  (b) Plasma channel
formation due to the ionized gas by a shock wave or the ultraviolet radiation from the laser irradiation spot on the plate.


