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タンデムパルス GMA 溶接による薄鋼板の
高速溶接ビード形成に及ぼす 2 ワイヤ配置の影響＊

上山

智之**，大縄登史男**，田中

学***，中田

一博***

Effect of Torch Configuration on High Speed Welding Bead Formation
in Tandem Pulsed GMA Welding Process＊
by UEYAMA Tomoyuki＊＊, OHNAWA Toshio＊＊, TANAKA Manabu＊＊＊ and NAKATA Kazuhiro＊＊＊
Undercut and humping bead are the common defects that limit the maximum welding speed of tandem pulsed GMA welding. In order to
raise the maximum welding speed, effects of the angle and distance between leading wire and trailing wire on the bead formation of high speed
welding are investigated. The undercut and humping bead is attributed to the irregular flow of molten metal towards the rear part of the weld
pool. This irregular flow can be prevented by the trailing wire with a push angle from 5 to 13 degrees that provides a proper component of arc
force towards the welding direction. Moreover, the irregular flow is also related to the distance between leading wire and trailing wire and the
flow becomes regular when the distance is in the range from 9 to 12mm. As a result, the maximum speed of tandem pulsed GMA welding is
improved markedly.
Key Words: Tandem pulsed GMA welding, High speed welding, Steel sheet welding, Bead formation, Torch configuration, Undercut bead,
Humping bead

溶接電流増加に伴う強力なアーク力等が母材溶融池に影響
1.

緒

言

を及ぼし，アンダカットやハンピングの発生等，困難な課
題 1 ， 2 ) が 存 在 す る ． こ の た め ， 薄 板 を 対 象 に し た 従 来の

昨今の溶接構造物の低コスト化への要求は厳しく，アー
ク溶接工程においても溶接品質の向上を図りつつ高能率化

GMA 溶接においては 1.5 m/min 程度の溶接速度が限界であ
るとされてきた3)．

することで対応しようとする流れが一層顕著なものになっ

これらの課題に対して，シングルワイヤのパルス GMA

てきている．特に，自動車産業をはじめとする薄板溶接施

溶接法において１パルス毎に形成される溶滴を細粒化し，

工を行う分野では生産ラインを秒単位で短縮するために，

短絡を回避しながらアーク長を極力短くするために溶接ワ

多大な努力が行われている．このため，アーク溶接工程の

イヤの化学組成とパルス電流波形制御の最適化を検討し，

高能率化ではオートメーション化やロボット化もさること

約 2 m/min までの溶接速度が向上することを示した研究報

ながら，溶接速度の高速化や１パスあたりの溶着量の増大

告4)がある．また，ストリップワイヤと呼ばれる帯状ワイヤ

化が飛躍的に改善できるアーク溶接プロセスが望まれてい

を用いて楕円のアークを形成し，熱源の分散を図ることに

る．

よって溶接速度 1.8 m/min にて自動車用シャーシー部品の溶

炭酸ガス/ MAG 溶接や MIG 溶接に代表される GMA（Gas

接が可能であることを示した報告5)がある．

Metal Arc）溶接は，アーク溶接のなかでも利便性，経済性

いずれにせよ，上記に示したシングルワイヤ GMA 溶接

において他の溶接法に比べて圧倒的に優位であり，広範な

法による改善策であっても，溶接速度の上限は 2 m/min ま

工業分野で適用されている安定な溶接法である．しかも，

でであると考えられ，従来比 20〜30% 程度の溶接速度向上

GMA 溶接法は自動機やロボットとの組み合わせによる自動

しか得られていない．

溶接への適用が容易であることから今後とも GMA 溶接が
製造技術の中心的役割を担って行くものと考えられている．

一方，２の溶接ワイヤを１つのトーチに送給し近接して
２本のアークを発生させることにより，１つの溶融池を形

しかし，従来の GMA 溶接で溶接速度を高速化すれば溶

成し溶接を行うタンデム GMA 溶接法が提案されている．

接電流（ワイヤ溶融速度）を増加させる必要があるため，

この溶接法では，２電極アークによる熱源の分散に加えて
先行ワイヤのアーク力と追従ワイヤのアーク力のバランス
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制御ができることから高速溶接であってもハンピングやア
ンダカットの無い良好なビード形成が得られ，溶接速度を
飛躍的に向上させる GMA 溶接法として期待できる．すで
に，タンデム GMA 溶接法では 2.5-3 m/min の高速溶接が実
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(a) Definition of pulsed welding current waveform

Fig. 1

Schematic diagram of tandem pulsed GMA welding system

施工において可能であることが報告6−9)されている．
しかし，いずれの報告においても高速溶接に影響を及ぼ
す重要な因子に関する検討例 10)は少なく，実用面でタンデ
ム GMA 溶接における高速溶接性能を導き出しているとは
いえない．
そこで，本報では薄鋼板の高速溶接に２本の溶接ワイヤ
にそれぞれ独立してパルス溶接電流を通電したタンデムパ
ルス GMA 溶接法を適用し，溶接トーチにおける２ワイヤ
配置に着目して，ビード形成に及ぼす２ワイヤ間角度及び
距離の影響について検討する．そして，2 m/min 以上の高速
溶接でもアンダカットやハンピングの発生しない正常ビー
ドを得るための溶接トーチ構成の基本要件を明らかにする
ことを目的とした．
2.

(b) Standard values of pulse parameter

タンデムパルス GMA 溶接ロボットシステムの構成

Fig. 2

Definition of pulsed welding current waveform
parameter and standard values

Fig. 1 はタンデムパルス GMA 溶接ロボットシステムの構
成を示したものである．この溶接装置は２台の溶接電源，

互のパルスタイミング制御は行っておらず，各溶接電源がパ

２台のワイヤ送給装置及び１つの溶接トーチならびに溶接

ルス周波数変調方式（Pulse Frequency Modulation, P. F. M.）11)

ロボットから構成されている．溶接トーチには電気的に絶

によってそれぞれ独自にアーク長制御を行う方法を取って

縁された２つのコンタクトチップが装着されており，これ

いる．すなわち，アーク電圧が高い（アーク長が長い）場

らのコンタクトチップを通して，それぞれにワイヤが送給，

合にはパルス周波数を低くし，アーク電圧が低い（アーク

給電され，母材との間に２つのアークが発生する．これら

長が短い）場合には周波数を高くする．周波数を増減する

２つのアークによって１つの溶融池が形成される．

ことでワイヤの溶融速度を制御し，アーク長を一定に保つ．

2.1

溶接電源

溶接電源にはデジタル・インバータ制御式パルス GMA
溶接電源を２台用いて先行及び追従ワイヤにそれぞれ独立
して接続している．それぞれの溶接電源はロボットのティ

一般的に平均アーク電圧とアーク長は比例的関係にあるた
め，この電圧フィードバック制御は，アーク長の制御を行
っていることになる．
2.2

溶接トーチ

ーチペンダントによって Fig. 2 (a) で定義した直流パルス溶

Fig. 3 は２ワイヤ間角度及び２ワイヤ間距離が高速溶接時

接電流波形パラメータを任意に設定できる．本実験では

のビード形状に及ぼす影響を検討するために試作したタン

Fig. 2 (b) に示すように，ワイヤ送給速度設定（溶接電流設

デムパルス GMA 溶接トーチの構造を示したものである12)．

定）に連動したパルスパラメータを出力するようにしてい

溶接ワイヤが通る給電チップは互いに絶縁した構造とな

る．ただし，本実験においては２台の溶接電源における相

っており，２台の溶接電源から独立して溶接電流及びアー
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Fig. 5
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Relationship between welding speed and wire feed rate

の独立多関節型アーク溶接ロボットを用いた．全システム
のシーケンスはティーチペンダントからの入力を介してロ
ボットコントローラによって制御される．
Fig. 3

Evaluated tandem pulsed GMA welding torch configuration

3.

3.1

使用材料及び実験方法

使用材料

本実験では，溶接母材として板厚 3.2 mm×幅 65 mm×長
450 mm の軟鋼板（JIS SPCC 材）及び溶接ワイヤとしてワ
イヤ径 1.2 mm の市販ソリッドワイヤ（JIS YGW 15 相当）
を用いた．また，シールドガスには 80%Ar＋20%CO 2 を用
い，ガス流量 50 L/min をシールド条件とした．
3.2
3.2.1

実験方法
ビード溶接試験

タンデムパルス GMA 溶接はチップ・母材間距離を
20 mm に設定して下向きビード溶接にて行い，アンダカッ
トあるいはハンピング現象の発生しない正常ビードが得ら
Fig. 4

Variations of tandem pulsed GMA welding torch configurations

れる最高溶接速度（以下，限界溶接速度という）で評価し
た．
先行及び追従ワイヤの送給速度条件設定は，アンダカッ

ク電圧を任意に設定することができる．このトーチではチ

トやハンピングの発生が単位溶接長当たりに供給される溶着

ップボディ及び給電チップを交換することによって，Fig. 4

金属量に影響されることが予測されるため，溶接速度によら

に示すように溶接進行方向に対して４タイプの２ワイヤ配

ず単位溶接長当たりのワイヤ送給量が一定となるようにし

置が設定でき，２ワイヤ間角度が最大 26°
，チップ・母材間

た．すなわち，先行ワイヤの送給速度 WfL (m/min) と追従ワ

距離 20 mm において２ワイヤ間距離が 5 mm〜20 mm まで

イヤの送給速度 WfT (m/min) の和を溶接速度 v (m/min) で除

それぞれ数段階の値に設定できるようになっている．

した値が一定値に設定する訳であるが，本実験では安定し

2.3

ワイヤ送給装置及び溶接ロボット

た溶接が行えるワイヤ送給速度範囲で，且つ，広範に溶接
速度設定を行えるようにする目的から便宜上この値を５と

先行及び追従ワイヤそれぞれのワイヤ送給は最速

し，Fig. 5 に示す条件とした．例えば，溶接速度が 2 m/min

24 m/min まで送給可能な４ロール駆動式送給ユニットを用

の場合には WfL＋WfT =10 m/min となる．これによって，1

いた．この送給ユニットではエンコーダフィードバック制

〜5 m/min の溶接速度設定範囲で単位長さ当たりの溶着金属

御式の DC モータを搭載することによって，周囲温度や入

量を一定にした溶接が可能となる．さらに，先行ワイヤ及

力電圧変動に対するワイヤ送給変動を抑制している．

び追従ワイヤの送給速度配分は WfT / WfL=1 とした．アーク

溶接ロボットには，試作タンデムパルス GMA 溶接トー
チの重量及び高速溶接での実験を考慮して，可搬重量 16 kg

電圧設定はパルススプレーアークに短絡が数回/ s 混在する
程度のアーク長が得られるように出力電圧調整して行った．
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(a) Side view

Fig. 7

Comparison of maximum welding speed among torch
configurations

12 mm に固定しておき，Fig. 4 に示すように先行ワイヤの角
度が前進角 0°
及び後退角 9°
，追従ワイヤの角度を前進角
9°
及び後退角 0°
の組み合わせを４タイプ設定し，先行及び
(b) Top view
Fig. 6

Experimental set-up of high speed video camera for
observation of weld pool behavior

追従ワイヤの送給速度比 WfT /WfL=1（WfL, WfT :5〜10 m/min）
となる配分でビード溶接を行いアンダカット・ハンピング
ビードが発生しない限界溶接速度の比較を Fig. 7 に示す．
また，同図には比較としてシングルワイヤのパルス GMA

なお，本実験では 2.1 で説明したように先行・追従ワイヤ

溶接（トーチ角度は前進角 10°
）における限界溶接速度も同

に通電される溶接電流のパルスタイミング制御は実施して

様に求め破線で示した．タンデムパルス GMA 溶接では，

いない．したがって，先行アークあるいは追従アークの瞬

いずれの２ワイヤ間角度においても限界溶接速度 2 m/min

時アーク切れによる高速溶接ビード形成に影響するかが懸

以上が得られており，シングルワイヤのパルス GMA 溶接

念されたが，予備試験の結果，数十 ms に及ぶ長期アーク

（限界溶接速度 1.2 m/min）よりも溶接速度が約 65% 向上し

切れが発生しない限りビード形成には影響しないことを確

た．また，追従ワイヤの角度が前進角となる設定（Type 3

認している．また，試験溶接においてはビード形成に影響

及びType 4）で限界溶接速度は 3 m/min まで得られ，約

を及ぼすような長期アーク切れの発生頻度は10回の試験溶

150% の溶接速度向上に寄与することがわかった．しかし，

接に対して１回程度であり，このようなアーク切れが発生

Type 3 及び Type 4 とも限界溶接速度を超えた場合（3.5〜

した場合の場合の試験溶接はこれを除外している．

4 m/min）にはハンピングビードが発生し，正常ビードが得

3.2.2

高速度ビデオ撮影による溶融池観察

られなかった．
Fig. 8 は２ワイヤ間距離を 12 mm とし，先行ワイヤの角

高速溶接時における溶融池挙動を調査するため，957 nm

度は 0°
及び後退角 9°
に固定しておき，追従ワイヤの角度を

の干渉フィルター及びデジタルハイスピードビデオ装置を用

前進角 0°
〜13°
まで数段階に変化させて溶接速度 3 m/min に

いて高速度撮影を行った．撮影速度は主として 1000コマ/ s

てビード溶接した場合のビード外観及び溶け込み形状を示

とし，一部には 5000コマ/ s の設定とした．Fig. 6 は高速度

したものである．なお，先行及び追従ワイヤのワイヤ送給

ビデオ撮影のためのカメラ配置を示したものである．同図

速度比は WfT /WfL=1（WfL, WfT : 7.5 m/min）となる配分とし

に示すように上方 30°
の角度で溶接進行方向に対して直角方

た ． 先 行 及 び 追 従 ワ イ ヤ の 角 度 が と も に 0 °で あ る 場 合

向で主に撮影したが，一部には前方及び後方 45°
の方向から

（Type 1 に相当）にはビード幅が不規則なハンピングビード

撮影を行った．

に類似したビード形成となり，Fig. 8 (a) の矢印に示したビ
ードがくびれた箇所ではアンダカットのマクロ断面を示し
4.

実験結果及び考察

た．また，先行ワイヤの角度が後退角 9°
で追従ワイヤの角
度が 0°
の場合（Type 2 に相当）にはハンピングビードがは

4.1

ビード形成に及ぼす 2 ワイヤ間角度の影響

チップ・母材間距離が 20 mm において２ワイヤ間距離を

っきりと形成された．しかし，追従ワイヤに 5°
以上の前進
角を設けた場合には先行ワイヤの角度によらず正常なビー
ドが得られている．また，溶込み深さは，追従ワイヤ角度
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10mm

(a) Leading wire angle:0 degree
Fig. 8

3mm

(b) Leading wire angle:9 degree

Effect of trailing wire angle on bead appearance and cross section

(a) Bead width

(b) Penetration depth,

Fig. 9

(c) Reinforcement height

Effect of trailing wire angle on bead formation

が変化しても溶込み深さは大きく変化していない．また，

た結果を示す．両ワイヤが平行となる Type 1 においてはコ

追従ワイヤの前進角が増加するにしたがって余盛り高さが

マ B に示すように２ワイヤ間で溶融金属の湯溜まりが形成

減少するとともにビード幅が増加しており，本実験の範囲

され，湯溜まりによる多量の溶融金属が不規則に後方へ流

では追従ワイヤの前進角が 5°
〜13°
においてビード幅が均一

れるとともにコマ C に見られるように追従ワイヤでのアー

にそろった良好ビードが得られた．

クがこの溶融金属に乗り上げて湯溜まりにワイヤが突っ込

Fig. 9 は先行ワイヤの角度を 0°
とし，追従ワイヤの前進角

むようになり，短絡の発生と短絡からアークへの復帰に伴

を変化させて得られた Fig 8 (a) に示すビードの余盛り高さ，

う激しいスパッタの発生が起こる．そして，復帰したアー

溶込み深さ及びビード幅の計測結果を示す． マクロ断面を

クよって溶融金属はビード中央部に集中して後方へ押し流

見ると，追従電極前進角の増加に伴い，わずかではあるが

され，追従アーク直下では固体露出面が観察されることも

余盛り高さが減少し，ビード幅が増加する傾向を示した．

あった．この状態で溶接が進行すると追従ワイヤ後方の溶

以上のように，タンデム GMA 溶接の溶接速度向上のた

融金属にくびれが形成されるようになる．この溶融金属の

めには２ワイヤ間角度においては追従ワイヤが溶接進行方

くびれ形成は Fig. 10 (b) の太い矢印に示すように追従アー

向に対して前進角であることが有効なことを確認した．次

ク後方からの撮影で確認できた．くびれが形成された箇所

に，この効果について高速度ビデオ撮影による溶融池挙動

では追従アークで掘り下げられた溶融池止端部に溶融金属

の観察を行い調査した．

が充填されず，アンダカットが発生している．そして，ア

Fig. 10 (a) に先行及び追従ワイヤともに 0°(Type 1) と先行

ークが湯溜まりに乗り上げた後はコマ D に示すように追従

ワイヤ 0°
及び追従ワイヤ前進角 9°
(Type3) に設定し，溶接

ワイヤ前方の溶融金属がほとんどなくなり，溶接の進行と

速度 3 m/min でビード溶接した場合の溶融池挙動を観察し

ともに２ワイヤ間に湯溜まりを形成し始め，再び上記の現
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(a) Weld pool behavior observed from side position

(b) Weld pool behavior observed from rear position

Fig. 10 Comparison of weld pool formation between trailing wire angle of 0 degree and 9 degrees

Fig. 11 Weld pool formation in tandem pulsed GMA welding

象を繰り返す．結果として，ハンピングビードに類似した
不整ビードはこのような状況下で発生していた．
一方，追従ワイヤに 9°
の前進角を設けた Type 3 場合には，
同図に示すように湯溜まりによる多量の溶融金属が溶融池
後方へ不規則に流れ出す現象は発生せず，安定したビード
を形成していた．
したがって，高速溶接における安定ビード形成のために
は２ワイヤ間で形成した湯溜まりが溶融池後方への不規則
な移動を防ぐことが重要であるといえる．
Fig. 11 は追従ワイヤが前進角 9°
における溶融池形成状況
を前方より撮影（撮影速度：5000 コマ/ s）したものである．
コマ C〜E に示すように追従アークの前方において，溶融
池の幅が広がっている様子が観察された．また，両ワイヤ

Fig. 12 Metal flow pattern by nickel trace method

間で形成された湯溜りの表面に浮上したスラグは，コマ A
〜C に示すように先行アークによって後方へ流されようと

効果が有効に作用して溶接が進行していることがわかる．

している．しかし，コマ D〜G に示すように追従アークに

Fig. 12 は，Ni を埋め込んだテストピース上にビード溶接を

よってスラグは押し返され，容易に溶融池後方へ移動せず

行い，先行ワイヤのアークが埋め込んだ Ni を通過後直ちに

に湯溜り表面上に停留している状況も観察された．このこ

両ワイヤのアークを遮断して溶融した Ni の湯流れ状況を観

とから，先行アークによって後方へ移動しようとする溶融

察したものである．溶融した Ni は先行ワイヤと追従ワイヤ

金属を追従アークがその流れを受け止め，湯溜まりの維持

の間で撹拌され，追従ワイヤ付近では Ni がビード止端部に
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Fig. 13 Conceptual illustration of metal flow in weld pool
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Fig. 14 Effect of inter-wire distance on maximum welding speed

Fig. 15 Comparison of weld pool formation among inter-wire distances

流されているエッチングパターンが観察された．
したがって，追従ワイヤに前進角を設けることによって，
Fig. 13 の破線矢印で示したように多量の溶融金属が溶融池
後方へ不規則に流れ出すのをせき止める方向のアーク分力
が有効に作用しているものと考えられる．その結果，実線

チ全体を溶接進行方向に対して前進角となる傾きを設定す
ることで先行ワイヤの角度が 0°
である Type 3 と同等の配置
が可能となる．
4.2

ビード形成に及ぼす 2 ワイヤ間距離の影響

矢印で示したような追従アークの外側を流れる周辺流の効

Fig. 14 は先行及び追従ワイヤの角度をそれぞれ 9°
に設定

果が，余盛り高さを減少させ，ビード幅を増加させている

した Type 4 のワイヤ配置で２ワイヤ間距離 DE を 5〜20 mm

原因であると推定される．以上の考察は二電極方式のサブ

まで変化させた場合の限界溶接速度に及ぼす影響を調べた

マージアーク溶接において高速溶接を行う場合に良好なビ

ものである．D E が 5 mm では 2 m/min の限界溶接速度が得

ードを得るためには後行アークの向きが溶接方向に傾くよ

られ，DE の増加に伴い正常ビードが得られる限界溶接速度

うに電源の組み合わせあるいは結線方式を考慮すべきであ

も増加し，D E が 9〜12 mm で 3 m/min の限界溶接速度が得

るとする伊藤らの報告 とも一致する．

られた．しかし，DE が 12 mm を超えると限界溶接速度は減

13)

したがって，２ワイヤ間における角度としては追従ワイ
ヤに前進角を 5°
〜13°
設けた Type 3 及び Type 4 が高速溶接
での正常ビード形成に有利であると考えられる．しかし，

少し，DE が 20 mm では 1.5 m/min までの限界溶接速度しか
得られなかった．
4.1 での考察に基づけばこのような結果は，２ワイヤ間距

ロボット溶接における操作性等の実用面を考慮すれば２ワ

離が先行・追従アークによって生成された溶融金属の湯溜

イヤの配置が軸対称である Type 4 の方が，溶接進行方向に

まりを安定に保持しながら高速溶接が進行する上で重要な

よらずトーチ姿勢の制約を受けずに設定できるので，タン

因子であることを示唆している．

デム GMA 溶接トーチ構成要件としては適しており，トー

そこで，このことを確認するために２ワイヤ間距離が溶
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融池挙動にどのような影響を及ぼしているのかを検討した．

溶融金属が追従アークによって押さえられるので，高速度

Fig. 15 は溶接速度 3 m/min でビード溶接した際に，２ワイ

でも先行アーク直下に固体露出面が生じること無く，溶け

ヤ間距離が 5 mm，10 mm 及び 20 mm における溶接中の溶

込み面が溶融金属で充填されながら溶接が進行するものと

融金属の様子を高速度ビデオにて撮影した結果を示したも

考えられ，この場合にはハンピングビードやアンダカット

のである．２ワイヤ間距離が 5 mm の場合では２ワイヤか

の発生は無い．

らのアークがほぼ一体化したシングルワイヤでの溶接に近

Fig. 16 は Fig. 15 にて溶融池挙動を観察した際に得られた

似したアーク形状となっている．また，コマ A〜D までい

ビード溶接の外観及び溶け込み形状を示したものである．

ずれのフレームにおいてもアーク直下後方の溶融池は各コ

２ワイヤ間距離が 10 mm ではビード幅が均一でフラットな

マの矢印に示すように固体露出面が観察され，コマ B 及び

正常ビードが得られているのに対し，２ワイヤ間距離が

C に示すように固体露出面を溶融金属が充填できずに残留

5 mm 及び 20 mm ではいずれもハンピングビードとなった．

していた．このような現象は溶接中間断なく起こっており，

以上のことから，高速溶接において良好なビード形成を得

ハンピングビードを形成している．このため，4.1 で考察し

るための２ワイヤ間距離は 9〜12 mm が適正範囲であると

たように先行アークによって後方に押し流した溶融金属を

いえ，実用面を考慮すれば溶接トーチの大型化を避けるた

追従アークの分力によってせき止めることが有効に作用せ

めに極力２ワイヤ間距離は短く設定した方が良い．

ず，シングルアークと同様のメカニズムでハンピングビー
ドが形成されたものと考えらる．

5.

結

言

２ワイヤ間距離が 20 mm では，コマ A に示すように先行
アーク直下で生成されたほとんどの溶融金属が後方へ流れ

タンデムパルス GMA 溶接法を適用し，先行ワイヤ及び

出し溶接の進行とともに追従アーク前方に溶融金属の湯溜

追従ワイヤのワイヤ送給速度比（溶接電流比）が 1 : 1 とな

まりとして形成され，そのうちに追従アークの抑えが効か

る条件において，ビード形成に及ぼす２ワイヤ間距離，２

なくなる．そして，Fig. 10 (a) での観察結果と同様に多量の

ワイヤ間角度の影響について調査し，アンダカットやハン

溶融金属が後方へ流れ，追従アークが後方へ移動した湯溜

ピングの発生しない高速溶接ビードを得るためのトーチ構

まりに乗り上げるようになり，短絡に伴う激しいスパッタ

成の基本要件について検討した．得られた結果を要約する

が発生し（コマ B），溶融金属は一気に後方へ押し流され，

と以下の通りである．

追従アーク直下では矢印に示すように固体露出面が観察さ

(1) 溶接進行方向に対して４タイプの２ワイヤ配置におい

れた（コマ C）．そして，このような状況に陥ると固体露出

て，正常ビードが得られる限界溶接速度が 2〜3 m/min

面が溶融金属で十分充填されないまま凝固してしまうので

であり，シングルワイヤのパルス GMA 溶接に比べて

コマ D 中の矢印に示すようにビードの寸断が発生すると同

溶接速度が 60〜150% 向上した．とくに，追従ワイヤ

時に，先行アークより流れ出した溶融金属が追従アーク前

の角度が前進角となる設定 Type 3 及び Type 4 で正常

方に再び湯溜まりとして形成される．

なビードが得られる限界溶接速度は 3 m/min に達し，

一方，２ワイヤ間距離が 10 mm の場合では，ワイヤ間の

溶接速度向上に寄与することがわかった．
(2) 溶接速度が 3/min では，先行ワイヤの角度によらず追
従ワイヤの前進角が 5°
〜13°
においてビード幅が均一
にそろった良好ビードが得られた．このような結果が
得られた理由としては，追従ワイヤに前進角を設ける
ことによって，多量の溶融金属が溶融池後方へ不規則
に流れ出すのをせき止める方向のアーク力の分力が有
効に作用して高速溶接が進行するためと考えられる．
(3) ２ワイヤ間距離は高速溶接におけるビード形成に大き
な影響を及ぼす．すなわち，２ワイヤ間距離は 9〜
12 mm の適正範囲で限界溶接速度が向上する．２ワイ
ヤ間距離が適正範囲より短い場合には，シングルワイ
ヤでの溶接に近似したアーク状態となりハンピングビ
ードが高速溶接条件では発生する．また，適正範囲よ
り長くなると２ワイヤ間に形成される溶融金属の湯溜
まりが大きくなり，追従アークでの湯溜まり挙動が不
安定となるため，ハンピングビードが発生しやすい．

Fig. 16

Comparison of bead appearance and transverse cross
section among inter-wire distances
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