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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溶接電流の影響＊
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Effect of Welding Current on High Speed Welding Bead Formation in Tandem Pulsed GMA Welding Process＊
by UEYAMA Tomoyuki＊＊, OHNAWA Toshio＊＊, TANAKA Manabu＊＊＊ and NAKATA Kazuhiro＊＊＊
In tandem pulsed GMA welding the stabilization of accumulated molten metal between the leading arc and the trailing arc, the presence of
enough molten metal below the trailing arc, and the reduced velocity of molten metal flow towards the rear part of the weld pool are essential to
improve the maximum welding speed. These conditions can be attained by adjusting the ratio of the leading arc current to the trailing arc
current. A maximum welding speed as high as 4 to 4.5 m/min is achieved by setting the current ratio to a value ranging from 0.31 to 0.5, which
corresponds to an reduction in average velocity of molten metal flow at locations 4 to 7 mm behind the trailing arc.
Key Words: Tandem pulsed GMA welding, High speed welding, Steel sheet welding, Molten metal flow, Leading arc, Trailing arc

している．しかし，先行及び追従ワイヤそれぞれに配分さ
1.

緒

言

れる溶接電流が高速性能にどのような影響を及ぼしていた
かについてその詳細な検討は行っていない．

タンデムパルス GMA 溶接法は高速溶接であってもハンピ

そこで，本報告ではタンデムパルス GMA 溶接における

ング・アンダカットの無い良好なビード形成が得られ，溶接

先行及び追従ワイヤの溶接電流が高速溶接時のビード形成

速度を飛躍的に向上させる GMA 溶接法として期待できる．

に及ぼす影響について調査し，限界溶接速度向上のための

前報1)ではタンデムパルス GMA 溶接による薄鋼板の高速

溶接電流配分を明らかにする．さらに，溶融池後方におけ

溶接性能に及ぼす２ワイヤ間角度及び距離の影響について

る溶融金属の流れについてその流速を測定する試みを行い，

調査し，追従ワイヤに前進角を設け，先行及び追従ワイヤ

高速溶接ビード形成との関係についても検討する．

における２ワイヤ間距離が適正範囲であるときに正常ビー
ド形成となる限界溶接速度が向上することを示した．また，

2.

使用材料及び実験方法

ハンピングやアンダーカットの高速溶接時における欠陥は，
２ワイヤ間で形成した溶融金属の湯溜まりにおける不安定
挙動とそれによる溶融池後方への不規則な溶融金属の流れ
に起因し，この流れは先行及び追従それぞれのアークが溶

2.1

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

融金属に作用する力の釣り合いによって影響される．さら

450 mm の軟鋼板（JIS SPCC 材）及び溶接ワイヤとしてワ

に，溶け込み面における溶融金属の充填作用も高速溶接時

イヤ径 1.2 mm の市販ソリッドワイヤ（JIS YGW 15 相当）

の正常ビード形成に影響することを明らかにした．

を用いた．また，シールドガスには 80%Ar＋20%CO 2 を用

これらの知見に基づけば，アーク力やワイヤ溶融量に直

い，ガス流量 50 L/min をシールド条件とした．

接影響を及ぼす先行及び追従ワイヤにおけるそれぞれの溶
接電流配分はタンデムパルス GMA 溶接の高速溶接性能の
更なる向上を図る上で重要な影響因子であると考えられる．

2.2
2.2.1

実験方法
ビード溶接試験

また，既に著者らの一部は先行ワイヤに通電する溶接電流

タンデムパルス GMA 溶接はチップ・母材間距離は

値を固定しておき追従ワイヤに通電する溶接電流値を変化

20 mm に設定して下向きビード溶接にて行い，アンダカッ

させて正常ビードが得られる最速の溶接速度について報告2)

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
れる限界溶接速度で評価した．

*原稿受付 平成17年 2 月 9 日
平成17年 1 月 溶接アーク物理研究委員会で発表
**正
員 ㈱ダイヘン Member, DAIHEN Corporation
***正
員 大阪大学接合科学研究所 Member, JWRI, Osaka
University

溶接トーチの構成は Fig. 1 に示すように，２ワイヤ角度
18°
及び２ワイヤ間距離 9 mm に設定した．なお，タンデム
パルス溶接ロボットシステムにおける各構成装置の詳細に
ついては前報と同様であるので説明を省略する．
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Fig. 1
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Example of reference point by floating slag

Tandem pulsed GMA welding torch configuration

(a) Side view

Fig. 4

Measurement method of molten metal flow velocity in weld pool

アーク電圧設定はパルススプレーアークに短絡が数回 / 秒
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．なお，前報同様に先行・追従ワイヤに通電され
る溶接電流のパルスタイミング制御は先行・追従ワイヤへ
通電する溶接電流配分を広範に設定するために実施してい
ない．ただし，本実験では数十 ms に及ぶ長期アーク切れ
が発生しない限りビード形成には影響しないことを確認し
(b) Top view
Fig. 2

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

ている．また，本試験溶接においてはビード形成に影響を
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し
た場合の場合の試験溶接はこれを除外している．

先行及び追従ワイヤの溶接条件設定は，前報と同様に，

2.2.2

溶融池挙動観察及び湯流れ速度測定方法

溶接速度によらず単位溶接長当たりのワイヤ送給量が一定

高速溶接時における溶融池挙動を調査するため，957 nm

となるように先行ワイヤの送給速度 WfL (m/min) と追従ワイ

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

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

用いて高速度撮影（1000 コマ / 秒）を行った．Fig. 2 は高速

た値が５となる条件とした．これによって，1〜5 m/min の

度ビデオ撮影のためのカメラ配置を示したものである．同

溶接速度設定範囲で単位長さ当たりの溶着金属量を一定に

図に示すように上方 30°
の角度で溶接進行方向に対して直角

した溶接が可能となる．さらに，先行及び追従ワイヤに通

方向で撮影を行った．

電する溶接電流配分は，ワイヤ送給速度比（WfT /WfL）を

撮影によって得られた高速度ビデオ映像から溶融池表面

0.2〜1.33 まで数段階に設定し，それぞれのワイヤに通電さ

に Fig. 3 に示すように浮遊するスラグの移動速度から溶融

れた溶接電流を実測した値によって先行及び追従ワイヤに

池中央線における追従アーク後方の湯流れ速度を実測した．

おけるそれぞれの溶接電流比（追従電流 IT / 先行電流 IL）を
算出し，以後に述べる検討を行った．

Fig. 4 は湯流れ速度の測定方法を示したものである．溶融
池後方には溶融池表面上にスラグが浮遊している．したが
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って，同図に示すようにこの浮遊スラグの一つを標点に定

溶接速度に及ぼす影響について調べたものである．本実験

めた撮影コマ FN0 から，追従ワイヤ後方からの距離Dx0（mm）

の溶接条件設定限界であった IT /IL=0.22（WfT / WfL=0.2）で

を測定する．そして，高速度ビデオ映像を１コマ（1/1000 s）

は 2.5 m/min の限界溶接速度しか得られないが，IT/IL の増加

ずつ正転してスラグの移動点（Dx0，Dx1，Dx2）を測定する．

にともなって限界溶接速度は増加し，IT /IL=0.31〜0.5（WfT

１コマずつ正転したときのコマ送り数（F N0，F N1，F N2）は

/WfL=0.3〜0.5）において 4.0 m/min 以上の限界溶接速度が得

1/1000 s 単位の時間として換算できるので，次式によって，

られた．また，IT /IL=0.35〜0.4 において最高 4.5 m/min まで

追従アーク後方のスラグ移動点における移動速度が算出で

の限界溶接速度が得られ，先行及び追従ワイヤへの溶接電

きる．

流を適正比に設定することによって，前報で得られた

位置 DX 1 における移動速度：vm1=(Dx1-Dx0) / (FN1-FN0)

(1)

I T /I L =1 の場合の限界溶接速度（3 m/min）よりもさらに，
130〜150% の溶接速度向上が認められた．同図の一点破線

この移動速度を追従ワイヤから後方へ離れた地点の湯流

にはシングルワイヤのパルス GMA 溶接の限界溶接速度

れ速度 v m とした．なお，本実験では溶接速度を 4 m/min と

（1.2 m/min）を示すが，IT/IL=0.35〜0.4 に設定したタンデム

し，各 IT/IL における溶融池挙動を撮影し湯流れ速度を測定

パルス GMA 溶接は275% の溶接速度向上が認められたこと

した．

になる．
な お ， I T/ I L= 0 . 4 を 越 え る と 限 界 溶 接 速 度 は 減 少 し ，
3.

実験結果及び考察

IT/IL=1.32（WfT /WfL=1.33）では 2 m/min までの限界溶接速
度しか得られない．

3.1

高速溶接ビード形成現象に対する溶接電流比の影響

したがって，本実験範囲では限界溶接速度が 4 m/min 以
上となる溶接電流比の適正範囲が IT/IL=0.31〜0.5 で存在し，

Fig. 5 は先行及び追従ワイヤの送給速度比（WfT /WfL）を

この適正範囲を外れた溶接電流比では溶接速度の向上が期

0.2〜1.33まで設定して得られた溶接電流比（I T /I L）が限界

待できない．以上の結果は，二電極サブマージアーク溶接
による高速溶接において溶接電流比が最適値から逸脱する
と高速溶接が得られないとする野村らの研究報告3)と一致す
る．
次に，高速度ビデオ撮影によって各溶接電流比における
溶融池挙動を調査し，高速溶接におけるビード形成機構に
ついて検討した．
Fig. 6 は溶接速度 4 m/min にてビード溶接した場合の溶融
池挙動を IT/IL=0.22，0.31，0.5 及び 1.32 について観察した結
果である．
IT/IL=0.22 では，先行側の溶接電流（IL : 410 A）が高く，
追従側の溶接電流（IT : 90 A）が低くなる結果，4 m/min の

Fig. 5

Effect of welding current ratio on maximum welding speed

Fig. 6

高速溶接では先行アークによる強力なアーク力によって形

Effect of welding current ratio on weld pool formation
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成された固体露出面が溶け込み部全面に現れ，先行アーク
直下では，ワイヤから移行する溶融金属および母材溶融金
属がビード中央部に集中して後方へ向かって流れ出しハン
ピングビードが発生ている様子が観察される．この流れは，
上記の固体露出面周辺部では温度が低くぬれ性が無くなっ
た結果，溶融金属がそこへ流入し難くなってビード中央部
に集中したものと考えられる5)．そして，このようなハンピ
ングビードが発生する要因としては，追従アークの溶接電
流が低かったため，溶融金属の流れを追従アークのアーク
力で抑制することができなかったことが考えられた．これ
に加えて追従ワイヤから移行する溶融金属量も不十分であ
ったために固体露出面を充填できなかったことも一因して
いると考えられた．
また，IT/IL =1.32 では，先行側の溶接電流（IL : 220 A）よ
りも追従側の溶接電流（IT : 290 A）が高くなるために，先
行アークによって後方へ移動しようとする溶融金属を追従
アークが強力に押し返す結果，２ワイヤ間における湯溜ま
りが乱れる．さらに，追従アーク後方にはアーク力による
溶融金属の掘り下げ作用によって，頻繁に固体露出面が溶
け込み面に出現し，ハンピングビードが発生する．
一方，良好なビードが得られた IT/IL=0.31（IL : 385 A，IT :
120 A）及び 0.5（IL : 340 A，IT : 170 A）の場合には，２ワイ
ヤ間で形成される湯溜まりはほぼ母材表面高さで安定した

Fig. 7

状態で高速溶接が進行している．このことは，先行アーク

Comparison of bead appearance and cross-section
among welding current ratios

によって後方へ移動しようとする溶融金属の流れを追従ア
ークのアーク力が緩和するとともに追従ワイヤから移行す

IT/IL=0.22 及び IT/IL=1.32 ではハンピングビードとなった．し

る溶融金属によって２ワイヤ間には常に溶融金属が充填さ

かも，これらのハンピングビード外観を観察すると，後退

れているからと考えられた． しかも，追従アーク後方には

角の先行アークが高電流となる IT/IL=0.22 では後退角による

そのアーク力による固体露出面はほとんど出現していなか

シングルワイヤのパルス GMA 溶接に類似したハンピング

った．

ビード外観を示している．また，同図に示すように前進角

なお，上記の適正な溶接電流比における先行アーク及び

の追従アークが高電流となる IT/IL=1.32 では前進角によるシ

追従アークのパルス周波数はそれぞれ，300〜350 Hz 及び

ングルワイヤのパルス GMA 溶接と類似したハンピングビ

100〜140 Hz であるがこのような周波数範囲では１パルス周

ード外観を示している．

期がビード形成に直接影響を及ぼすような溶融池挙動は観
察されなかった．
以上のことから，タンデムパルス GMA 溶接による高速
溶接で正常ビードが形成されるためには，以下の３要件を

3.2

タンデムパルス GMA 溶接における湯流れ現象の
検討

一般に溶融池の温度は前半部ほど高く，後半部では低く，

同時に満足する先行及び追従アークの溶接電流比 IT/IL が成

高電流・高速溶接になるほどその温度差が大きくなる．こ

立している場合と考えられる．

のため，溶融池表面にはその温度差に基づく表面張力の差

① 先行アークによって後方移動する溶融金属の流れを追
従アークのアーク力が緩和する．
② 先行アークのアーク力で発生する固体露出面を追従ア

が生じ，溶融池前方部の溶融金属はこの表面張力差による
流れのために後方へ運ばれる4，5)．また，高電流アークのア
ーク力によってアーク直下の母材溶融池は掘り下げられ，

ークのワイヤ溶融によって充填し，常に２ワイヤ間に

溶け込み面の側壁に薄い溶融層のみをとどめたガウジング

は安定した溶融金属の湯溜まりが形成されている．

状態が拡大し，溶融金属が後方へ強力に押しやられアーク

③ 追従アーク自身のアーク力で固体露出面を発生させな

直下後方では固体露出面が出現する6，7)．そして，これらを

い．
Fig. 7 に溶接速度が 4 m/min の場合におけるビード外観及
び溶け込み形状を示す．IT/IL=0.31 及び IT/IL=0.5では良好な
ビード外観及び溶け込み形状が得られている．しかし，

契機として高電流・高速溶接のシングルワイヤ GMA 溶接
ではハンピングやアンダカットなどの不整ビード生成原因
になることが知られている．
タンデムパルス GMA 溶接による高速溶接では溶融池後
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( a ) I L/ I T= 0 . 2 2

( b ) I L/ I T= 0 . 3 1

( c ) I L/ I T= 0 . 5 0

( d ) I L/ I T= 1 . 3 2

Fig. 8

Distribution of molten metal flow velocity in weld pool

方への溶融金属の流れがビード形成に大きく影響すると考
えられ，この流れを緩和するための２ワイヤ溶接電流比の
適正範囲が存在することを 3.1 に示した．
そこで，溶融池中央線における追従アーク後方の湯流れ
速度とビード形成現象の関係について検討した．
Fig. 8 はそれぞれ，IT/IL=0.22，0.31，0.5 及び 1.32 につい
て溶融池表面の湯流れ速度を実測した結果である．いずれ
も追従アークより約 4 mm 以内では 1 m/s を超える湯流れ速
度を示し，追従アークから後方へ離れるにしたがって湯流
れ速度は減少した．そして，追従アークから約 8〜14 mm
離れた位置では湯流れ速度の減少度合いは少なくなりバラ
ツキながらも 0.2〜0.4 mm/s の範囲で湯流れ速度の変化は認

Fig. 9 Effect of welding current ratio on molten metal flow velocity
at locations 4 to 7 mm behind trailing arc

められなくなった．ここで，各溶接電流比における追従ア
ーク後方からの距離 4〜7 mm の位置（先行・追従アークに

0.95 m/s まで平均値が増加した．また，正常ビードを形成し

よって掘り下げられた溶融金属が母材表面に現れる位置に

た適正範囲の溶接電流比では湯流れ速度の平均値は 0.62〜

相当）での湯流れ速度について注目すると，正常ビードを

0.78 m/s でありハンピングビードを形成した溶接電流比の湯

形成した IT/IL=0.31 及び 0.5 ではそれぞれ，0.55〜1.12 m/s 及

流れ速度の平均値は 0.86〜0.98 m/s であった．

び 0.53〜1.06 m/s の湯流れ速度であり，ハンピングビードと

以上の傾向は溶接電流比と限界溶接速度の関係を示した

なった IT/IL=0.22 及び 1.32 はそれぞれ，0.76〜1.27m/s 及び

Fig. 5 の結果とも良い対応を示しており，追従アーク後方の

0.65〜1.23 m/s の湯流れ速度を示し，正常ビードを形成した

湯流れ速度が高速溶接におけるビード形成，とくにハンピ

溶接電流比の方がハンピングビードビードを形成した場合

ング発生のない正常ビード形成に影響を及ぼすことが確認

に比べて約 0.2 m/s 程度湯流れ速度が遅い．

できた．

Fig. 9 は追従アーク後方からの距離 4〜7 mm の位置にお
いて測定した湯流れ速度の全データの平均値を溶接電流比

4.

結

言

の関係で示したものである．湯流れ速度の平均値は
IT/IL=0.22 で 0.98 m/s と最も高くIT/IL の増加とともに減少し

本研究では，タンデムパルス GMA 溶接法を適用し，ビ

IT/IL=0.4 において 0.62 m/s の最低値を示した．さらに，IT/IL

ード形成に及ぼす溶接電流比の影響について調査し，高速

が増加すると湯流れ速度の平均値は増加し，IT/IL=1.32 では

溶接であっても正常ビードを得るための基本要件について
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検討した．得られた結果を要約すると以下の通りである．

湯流れ速度の関係は，溶接電流比 IT/IL と限界溶接速度

(1) 先行ワイヤと追従ワイヤの溶接電流比 IT/IL は限界溶接

との関係と良い対応を示した．

速度の向上に大きく影響する．すなわち，高速溶接で

参

正常ビードを得るための適正な溶接電流比の範囲が存
在し，この範囲を外れた場合には溶接速度の向上は期

1)

待できない．本実験では IT/IL=0.31〜0.5 において 4〜
4.5 m/min までの限界溶接速度が得られ，シングルワ
イヤのパルス GMA 溶接（限界溶接速度：1. 2m/min）

2)

に比べて最大 275% までの溶接速度向上が認められ
た．
(2) 上記の適正な溶接電流比の範囲は，溶融池後方へ移動

3)

する溶融金属の流れの緩和，２ワイヤ間で形成される
湯溜まりの安定化及び追従アーク自身で固体露出面を
発生させないことの三要件が成立していることが考え
られた．

4)
5)

(3) 追従アーク後方 4〜7 mm での溶融池表面の湯流れ速度
分布は，正常ビードを形成した溶接電流比の方がハン

6)

ピングビードを形成した場合に比べて約 0.2 m/s 程度
湯流れ速度が遅い．また，先行ワイヤと追従ワイヤの
溶接電流比 I T/I L と追従アーク後方 4〜7 mm での平均
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