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ティグ溶接におけるヒューム生成機構の総合数値解析＊
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Numerical Analysis of Fume Formation Mechanism in TIG Welding＊
by TASHIRO Shinichi＊＊, ZENIYA Tasuku＊＊＊, YAMAMOTO Kentaro＊＊＊, TANAKA Manabu＊＊, NAKATA Kazuhiro＊＊,
B MURPHY Anthony＊＊＊＊, YAMAMOTO Eri＊＊＊＊＊, YAMAZAKI Kei＊＊＊＊＊ and SUZUKI Keiichi＊＊＊＊＊
In order to clarify fume formation mechanism in arc welding, quantitative investigation based on understanding of interaction among the
electrode, arc and weld pool is indispensable. A fume formation model consisting of a heterogeneous condensation model, a homogeneous
nucleation model and a coagulation model has been developed and coupled with a TIG welding model. A series of processes from setting arc
operation conditions to generation of metal vapor and fume formation from the metal vapor is totally investigated by employing this simulation
model. This paper aims to visualize the fume formation process and clarify the fume formation mechanism theoretically through numerical
analysis. Furthermore, the reliability of the simulation model was also evaluated through comparison of the simulation result with experimental
result. As a result, it was found that the size of the secondary particle consisting of small particles with size of several nm which range like a
chain reaches 300nm at maximum in helium TIG welding.
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発生量よりも溶滴からのものが多いことを示した2)．Jenkins
1.

緒

らは，マグ・ミグ溶接や被覆アーク溶接におけるヒューム

言

の組成を，エネルギー分散型 X 線分光分析（EDS）を用い
アーク溶接においては，溶接ワイヤー先端部の溶滴や母

て測定した結果について報告している3)．また，Bosworth ら

材の溶融池表面より，高温の金属蒸気が発生する1)．これが

はマグ・ミグ溶接における溶滴サイズがヒュームの生成レ

周囲空間へと放出される過程において，場合によっては酸

ートに及ぼす影響を明らかにしている4)．しかしながら，こ

化を伴いながら，急激に冷却固化され，粒径数 nm〜100 nm

れらの多くは実験観察によるものであり，ヒュームの生成

程度の極めて微細な一次粒子（ナノ粒子）が形成される．

機構の理論的な解明にまで踏み込んだ研究は未だ見られな

更にその一部は凝集し，粒径が最大で数μm 程度となる二

い．なぜなら，ヒュームの生成機構を明らかにする為に

次粒子（クラスター）が形成され，アーク溶接部から煙状

は，電極やアークと溶融池の相互作用の理解に基づいた定

となって放出される．これらはヒュームと呼ばれている ．

量的な検討が不可欠であるが，マグ・ミグ溶接は溶滴移行

これまでのヒュームの研究報告は，実施工での利用率の

を含む極めて複雑なプロセスであり，未だ十分な理解が得

2)

高さからマグ・ミグ溶接を主な対象とし，その溶接条件と

られていないためである．

ヒュームの発生量や組成との関係を明らかにしたものが大

一方，産業用ナノ粒子の生成に関する研究分野では理論

部分を占めている．例えば，菅らはアーク溶接中のヒュー

的な解明が進んでおり，プラズマを用いたナノ粒子の生成

ムの発生状況を高速度カメラにより観察し，溶滴等から蒸

機構に関して，数値シミュレーションによる多くの研究報

発した金属蒸気がプラズマ気流によりアーク柱下部から大

告が見られる．田中らや茂田らは，高周波誘導熱プラズマ

気中に放出され，酸化を伴い冷却凝縮してヒュームを生じ

装置を用いて生成されるナノ粒子を対象とし，熱プラズマ

ることを定性的に説明し，さらに溶融池からの金属蒸気の

による粉体材料の蒸発から，冷却域での核生成や凝縮過程
までを統合的に解析している5)．しかしながら，これらのモ
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デルでは粒子を球体と仮定しており，凝集過程におけるク
ラスターの形状変化等については無視している．また，
Schmid らは粒子同士の凝集過程における形状変化について
のモデルを提案しているが，核生成や凝縮過程との連成は
成されておらず6)，プロセス全体を通して完全にモデル化で
きる段階には至っていない．
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ヒュームの生成機構の理論的な解明には，まずは最初の
取り組みとして，比較的機構がシンプルなティグ溶接を対
象とすることが望ましいものと考えられる．近年，ティグ
溶接における電極やアーク及び溶融池を相互干渉する総合
的なシステムとして捉え，数値シミュレーションにより溶
融池の形成機構を解明しようとする試みが盛んになされて
いる．田中らは，アークと溶融池の熱的・力学的な相互作
用を考慮し，その形成機構を詳細に明らかにしている7)．山
本らや森らは，このモデルを発展させて，溶融池からの金
属蒸気の蒸発や，アーク中での拡散機構についても検討を
加えている8，9)．しかしながら，さらに踏み込んでアーク中
の金属蒸気からのヒュームの生成機構について明らかにし
た研究報告は未だ存在しないのが現状である．
そこで本論文では，産業用ナノ粒子の分野で用いられる
ナノ粒子生成モデルを参考として，ヒューム生成モデルを
Fig. 1 Schematic illustration of simulation domain.

開発し，静止ティグ溶接モデルとの連成を図ることにより，
アークの運転条件の設定から金属蒸気の発生，ならびにヒ
ュームの発生・成長に至る一連のプロセスの総合的な数値
解析を行う．そして，数値解析によりヒュームのクラスタ

(1)

ー形状を可視化し，実験観測結果との比較検討を通じて，
ヒューム生成機構を理論的に解明することを目的とする．

ここで，ρは質量密度，v は流速，C1 は金属蒸気の質量分
2.

シミュレーションモデル

率である．また，D は拡散係数であり，次式で表される粘
性近似式12)を使用した．

本研究で用いるシミュレーションモデルは，ティグ溶接
(2)

モデル8)とヒューム生成モデルから構成される．ティグ溶接
モデルに溶接条件を与えて，溶融池から蒸発しアークプラ
ズマ中を拡散する金属蒸気の濃度分布と，核生成が生じる

ここで，M1，M2 はそれぞれ金属蒸気及びシールドガスの分

領域での冷却速度を求め，これをヒューム生成モデルの計

子量である．また, ρ1，ρ2 及びη1，η2 も同様に金属蒸気と

算条件として与えることにより，ヒュームの生成機構を検

シールドガスの密度及び粘性をそれぞれ表している．なお，

討できる．本章では，これらの一連のモデルについて説明

β1，β2 はともに

する．

た定数で，理論上ではアルゴン，ヘリウム，水素，窒素，

2.1

ティグ溶接ならびに金属蒸気輸送モデル

で定義される無次元化され

酸素，炭酸ガスなど様々なガスに対して1.2〜1.543の範囲の
数値となるが 12)，多くの実験データに基づく平均値として

本モデルは，タングステン電極（直径 3.2 mm，先端角

β1=β2=1.385 を仮定した12)．この近似式は室温から 3 万度の

60°）を用いた静止ティグ溶接を対象としている．想定する

高温に至るまで比較的に精度が高く 13)，溶接アークのモデ

計算領域は Fig. 1 に示すように軸方向 45 mm
（陰極：30 mm，

ルには適していると考えられる．

アーク長：5 mm，陽極：10 mm），半径方向 25 mm（陰極：
1.6 mm，陽極：25 mm）の軸対称二次元円筒座標系である．

陽極表面（BE）において温度が融点以上の領域に関して
は次式に示す境界条件を与える11)．

母材（陽極）は，最も単純な純鉄と仮定する．シールドガ
………………(3)

スは金属蒸気発生量とスマット発生量が多いヘリウムを選
10)

定し ，ガス流量は 30 L/min とする．また，電流値は直流
200 A とし，現象は定常状態として扱う．本モデルで使用し

ここで，patm は大気圧（1 atm）である．pv,1 は金属蒸気圧で

た電磁熱流体の支配方程式（質量，運動量保存式，エネル

あり，その位置における溶融池の表面温度に依存する関数14)

ギー及び電流の保存式等）や境界条件等の詳細については，

で与えられる．これによって，C1 には 0〜1 の間の値が溶融

文献10)と同様とした．

池表面の境界条件として与えられることになる．Fig. 2 の計

また，金属蒸気の挙動に関しては以下の質量保存式 11)を
用いる．なお，本研究で扱う母材は純鉄であるため，金属
蒸気種としては，鉄のみを考慮する．

算領域外側（AF，FE）については C1=0，中心軸上（AB）
では

とする．

本モデルでは，金属蒸気混入時のアークプラズマの物性
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すると，およそ 108 程度の値となり適用可能であることがわ
かる．ただし，代表長さには金属原子半径を用いた．nl は
金属原子数密度，Θは無次元化された表面張力であり，式
(8) で表される．
………………(6)

………………(7)
Fig. 2 Sampling point of welding fume for TEM observation

………………(8)
値は温度だけでなく金属蒸気の濃度にも依存するようにし
ており，任意の金属蒸気混入率におけるプラズマの物性値

ここで， ns は金属原子の飽和数密度， s1 は金属原子表面積

を算出している15)．算出には，アークプラズマに局所熱平衡

である．

（LTE）状態を仮定し，Chapman-Enskog 近似を適用した15)．

2.2.2

以上の支配方程式及び補助方程式を SIMPLEC 法を用い

あたりの粒子径の成長速度を表す不均一凝縮速度 G は粒子

て解いた．
2.2

不均一凝縮モデル

粒子の成長が不均一凝縮により支配される時，単位時間
表面における物質の蒸発と凝縮とのバランスにより決定し，

ヒューム生成モデル

以下の式で表わされる18)．

前述のティグ溶接モデルの出力結果を計算条件として用
……(9)

い，ヒュームの生成機構を検討するためのモデルの構築を
試みた．本モデルでは，以下の仮定を用いる．
（1）冷却による金属蒸気の過飽和状態の形成

ここで，dp は一次粒子径，Rg は気相のモル濃度，Rc は凝縮

（2）均一核生成による一次粒子の生成

相のモル濃度である．Dg は拡散係数であり

（3）不均一凝縮による一次粒子の成長

て定義され，λは凝縮相の金属原子の平均自由行程，は平均

（4）凝集による二次粒子の形成

速度である19)．（X-Xs）は金属原子の気相中でのモル分率と

（5）不均一凝縮と凝集による二次粒子の成長

平衡時のモル分率との差を表している．Kn はクヌーセン数

2.2.1

均一核生成モデル

とし

であり，ここでは Kn =λ/(dp/2) で定義される．また，均一核

本論文では, 全ての核が液相で生成されると仮定する
Friendlander のリキッドドロップモデルを採用する 16)．均一

生成モデル及び不均一凝縮モデルに用いる物性値は文献 14)
より引用した．
凝集モデル

核生成は過飽和度が 1 を超えた時点から発生し始め，臨界

2.2.3

粒子径 dpcri を持つ球状の核が生成されるものと仮定する．

核生成により発生した一次粒子は，金属原子の凝縮現象

ここで，臨界粒子径とは核が安定して存在し得る最小の径

と同時に，粒子の個数濃度が高くなることによる粒子間の

であり，式 (4) で表わされる．

衝突での凝集によっても成長する．本凝集モデルでは，発
生した粒子を領域内に配置し，その運動や衝突を追跡する
………………(4)

ことにより凝集過程を検討する．
この領域サイズは，一次粒子の計算によって得られた粒

ここで， σp は表面張力，vm は核を構成する鉄原子の体積，

子数密度から決定される．領域内に配置する最大粒子数を

k はボルツマン定数，T は温度，S は過飽和度である．この

1,000 個とし，これらが存在する領域サイズを逆算した．こ

とき，単位時間あたりに生成される単位体積中の核の個数

こで，一次粒子モデルの計算による粒子数密度は三次元の

である均一核生成速度 J は以下の式 (5) で表わされる17)．

値として求められるが，それでは計算時間が長時間にわた
るために，三次元粒子数密度を 2/3 乗することにより，簡易

…………(5)

的に二次元へと次元を変換し計算することとした．
計算の流れは次のようになる．まず，一次粒子モデルの

ここで，N は規格化定数であり，式 (6) で求められる．ζは

計算により核生成が生じた時，粒子は領域内に配置され，

金属原子間で生じるブラウン運動による衝突周波数であり

初速度，運動方向が与えられる．位置と運動方向はランダ

式 (7) で与えられ，後述するクヌーセン数が10以上の場合

ムに与えられるが，初速度は周囲のプラズマ温度に相当す

適用可能となる．例として，後に説明する核生成が生じる

る熱速度が与えられる．粒子同士の衝突の前後では運動量

条件である金属蒸気分圧 100 Pa，温度 1,500 K に対して計算

が保存される．凝集の際の化学反応はないものと仮定し，
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粒子間での衝突が起きたときには必ず合体するとした（付

状測定を実施した．溶接は30秒間行い，その間に発生した

着係数を 1 とした）．ただし，衝突し合体する際には，鉄の

ヒュームを，トーチ付近の母材から 4 cm 上部の位置にて捕

融点よりも高い温度の場合液状のため体積を保存した一つ

集した．測定におけるヒューム捕集位置を Fig. 2 に，装置

の球体になり，融点以下の場合は，固体のためそのままの

外観写真を Fig. 3 に示す．実験においては，先端角60度の

形を保って合体することとした．また，領域境界から逸脱

タングステン陰極を用いた．母材は純鉄とし，アーク長は

した粒子については，対向境界から，逸脱時と同じ速度ベ

2 mm とした．また，アーク電流値は直流 200 A である．シ

クトルで再び入射させることとした．

ールドガスは純ヘリウムとし，トーチノズルから流量

2.2.4

計算条件

30 L/min. を導入した．

後述するように，本研究で計算条件とした電流域でのテ
ィグ溶接では，均一核生成は概ね 2,000 K 以下で生じる．こ

4.

シミュレーション結果と考察

の為，計算はその上流域の 3,000 K を初期温度とし，室温
300 K まで 0.5 K ステップで温度低下させた．温度ステップ

静止ティグ溶接モデルの計算結果として，Fig. 4 に温度分

毎に均一核生成モデルを解く．核生成が生じた後には，不

布及びプラズマ流線を示す．アークプラズマの最高温度は

均一凝縮モデルと凝集モデルも併せて解き，粒子の核生

陰極近傍で約 22,000 K となる．ヘリウムプラズマは低温で

成・凝縮・凝集過程を同時に検討する．

の電気伝導率が極めて低いため，電流経路はプラズマが高

ヒューム生成モデルの初期条件として，ティグ溶接モデ

温となる中心軸付近に集中する 20)．このため，同領域では

ルの出力結果として得られた金属蒸気分圧と冷却速度を与

ジュール加熱が促進される．さらに，アークプラズマから

える必要がある．金属蒸気分圧については，ティグ溶接モ

母材への入熱密度も，同様の理由により中心軸付近に集中

デルの 3,000 K の領域における金属蒸気分圧を参照した．冷

する．その結果，母材の溶融池は著しく加熱され，最高温

却速度は空間的な温度勾配とプラズマ流速との積として算

度は 3,056 K となった．

出されるが，温度域毎に変化する為，冷却過程における平

Fig. 5 は溶融池から蒸発した金属蒸気の分圧の空間分布で

均的な値を採用することにした．具体的には，プラズマ流
が外向きの領域で，かつプラズマ温度が 2,000 K となる領域
での冷却速度を，ヒューム生成モデルの初期条件として与
えた．また，これらの値は空間的なバラツキが大きいため，
領域内の該当する計算セルの体積平均値を用いることとし
た．
3.

実

験

方

法

本研究では，計算結果の妥当性の検証のため，ヘリウム
ガスで十分にパージし，ヘリウムを充填したシールドボッ
クス内（大気圧）にて，静止ティグ溶接中に発生したヒュ
ームを捕集して，透過型電子顕微鏡（TEM）による粒子形
Fig. 4 Distribution of temperature and fluid flow

Fig. 3 Photograph of experimental setup

Fig. 5 Distribution of metal vapor pressure
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ある．陰極側から流入してくる強いプラズマ気流の圧力に

ると）二次粒子同士の凝集が生じ始め，徐々に二次粒子密

より，金属蒸気は溶融池表面近くに押し下げられ，多くは

度も低下していくことがわかる．

半径方向外側へと流出していく様子が確認できる．溶融池

Fig. 8 は，凝集モデルにより算出された，計算領域内の粒

温度が最高となる中心軸付近で金属蒸気分圧は最大となり

子分布の例である．ここでは，均一核生成や不均一凝縮によ

7,500 Pa に達する．

る金属蒸気量の消費が特に大きかった温度域である1,600 K，

これらの結果から，Fig. 4 及び 5 に白線で示した，2,000 K

1,400 K 及び 1,200 K と，室温 300 K まで温度低下が完了し

の領域における平均冷却速度及び 3,000 K の領域での平均金

た際の結果を示した．また，図示した計算領域のサイズは

5

属蒸気分圧は，それぞれ 3.43×10 K/s 及び 169 Pa となった．

27.9μm×27.9μm である．まず 1,600 K は，均一核生成が生

Fig. 6 に，金属蒸気分圧の温度依存性を示す．参考のため，

じ始めた温度であり，非常に小さい一次粒子が多く分布し

飽和蒸気圧も併せて示した．約 1,500 K にて金属蒸気分圧が

ていることが確認できる．粒子は高速でブラウン運動をし，

急激に低下しているが，これはこの温度域にて均一核生成

その平均粒子速度は 7.7 m/s に及んだ．続いて温度が 1,400 K

やそれに続く不均一凝縮が生じ，結果として金属蒸気が大

まで低下すると，不均一凝縮により一次粒子径は若干成長

幅に消費されたことを示している．

した．また，それらの一部は互いの衝突による凝集の影響

Fig. 7 は，均一核生成により生じた一次粒子や，これらが

により二次粒子を形成し，粒子数は大幅に減少しているこ

凝集して形成された二次粒子の数密度の温度依存性である．

とがわかる．粒子重量の増加の影響により，平均粒子速度

まず，約 1,600 K から均一核生成により一次粒子密度が増加

は 1.2 m/s まで低下した．さらに温度が低下し 1,200 K に達

しはじめ，約 1,500 K にてピークとなる．その後一次粒子同

すると，凝集が進行して全ての一次粒子が凝集に費やされ，

士の凝集により密度は減少していき，代わりに二次粒子密

粒子数は 7 個にまで減少し，その平均粒子速度は 0.7 m/s と

度が増加していく．さらに温度が低下すると（時間経過す

なった．最終的に，300 K では二次粒子同士の凝集によって
図中 (i)〜(iv) の 4 個の二次粒子が形成された．
Fig. 9 は，Fig. 8 (i)〜(iv) に示したそれぞれの二次粒子の
近傍 500 nm×500 nm の範囲を拡大し，
比較した結果である．
いずれの場合も，大きさが最大で 20 nm 程度の小型の粒子
が数珠状に連なっており，最も大きい粒子 (i) の場合で，全
体の大きさは 300 nm 程度に達していることがわかる．この
ように数珠状の二次粒子が形成されるのは，本条件では核
生成が純鉄の融点以下で起こったため，融合が生じず衝突
時の形を残したまま成長を続けたためと考えられる．また，

Fig. 6 Dependence of metal vapor pressure on temperature

Fig. 7 Dependences of number densities of primary and secondary
particles on temperature

(a) 1600 K

(c) 1200 K

(b) 1400 K

(d) 300 K

Fig. 8 Distribution of secondary particles at each temperature
(region size is 27.9μm×27.9μm)
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(i)

( ii )

( iii )

( iv )

Fig. 9 Shape of secondary particles at 300K
(region size is 500nm×500nm)

小型の粒子の大きさにバラツキが見られるのは，それぞれ
核生成温度が異なり，不均一凝縮量に差があるためである．
Fig. 10 は，最も大きく成長した Fig. 9 (i) の二次粒子が，
温度低下に伴い凝集していく過程を観察した結果である．
この二次粒子は大きく成長した二つの二次粒子が 600 K で
衝突して形成されたものである．両粒子を Particle 1，
Particle 2 と定義し，それぞれの成長過程を示す．Particle 1，
Particle 2 とも，凝集により数珠状に長細く成長していく様
子が確認できる．これは，二次粒子と他の粒子との凝集が，
全ての位置で均等な確率で生じるのでは無く，その端部で
生じる確率が高いことを示している．これは，二次粒子の

Fig. 10 Shape of a secondary particle at each temperature
(region size is 500nm×500nm)

中心付近と比較して，端部の方が衝突可能な立体角が大き
くなることが原因と推測される．結果として，これらは
600 K で衝突し，最終的にコの字状の二次粒子を形成した．
Fig. 11 に TEM 観察試験による典型的な形状のヒューム
を 2 点示した．それぞれの二次粒子形状は数珠状に一次粒
子が合体することにより形成されており，直線またはコの
字状の形状を呈している．また，全体の大きさは最大で
300〜600 nm 程度に及ぶことがわかる．これを構成する小
さい粒子の大きさは概ね 10〜20 nm であり，計算結果とよ
く一致していることがわかる．以上の様に，実験結果との
比較検討の結果，計算モデルの妥当性を確認できた．タン

Fig. 11 TEM image of fume

グステン陰極と母材の間に発生したヘリウムアークの温度
は，熱的ピンチ効果により最高 22,000 K に達する．このア

達した．高温となった溶融池表面からは金属原子が蒸発し，

ークからの加熱で母材に溶融が生じ，電磁力，マランゴニ

その分圧は最大で 7,500 Pa に達した．陰極側から流入して

力，せん断力，浮力等を駆動力とした溶融池対流により溶

くる強いプラズマ気流の圧力により，金属蒸気は溶融池表

融池が形成される．この溶融池の表面温度は最高 3,056 K に

面近くに押し下げられ，多くは半径方向外側へと流出してい
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く．アーク中の金属蒸気が周囲の空間へと流出し冷却され
ていく過程で，約 1,500 K の領域で均一核生成が生じ数 nm
程度の極めて微細な一次粒子が生成され，その後不均一凝

1)

縮により徐々に粒子径が成長していく．空間中をブラウン
運動する一次粒子同士の衝突により凝集が生じ二次粒子が
形成される．二次粒子は最終的に大きさが最大で 20 nm 程

2)
3)

度の小型の粒子が数珠状に連なっており，全体の大きさは
最大で 300 nm 程度に達した．この様に，菅らにより定性的

4)

に説明されたヒューム形成過程を，数値シミュレーション
により定量的に説明することができた．今回は完全に不活

5)

性な雰囲気中でのヒューム生成を仮定したが，実際にはア
ークの外周において空気という酸化雰囲気が存在するため，
ヒューム生成における酸化の影響についても考慮する必要

6)

がある．この点については今後の研究課題である．
7)

5.

結

論

8)

静止ティグ溶接モデルとヒューム生成モデルを開発し，
これらを統合させてアークの運転条件の設定からヒューム
の発生・成長に至る一連のプロセスの総合的な数値解析を

9)

行い，ヒューム生成機構の理論的な解明を試みた．さらに，
ヒュームのクラスター形状を可視化し，実験観測結果と比
較検討した．主要な結論を以下に記す．
1）静止ティグ溶接の均一核生成が生じる領域近傍における

10)

平均冷却速度を算出したところ 3.43×105 K/s となり，平
均金属蒸気分圧は 169 Pa であった．
2）約 1,600 K から均一核生成により一次粒子密度が増加し

11)

はじめ，約 1,500 K にてピークとなる．その後，一次粒
子同士の凝集により密度は減少していき，代わりに二次
粒子密度が増加していく．さらに温度低下すると（時間
経過すると）二次粒子同士の凝集が生じ始め，徐々に二
次粒子密度も低下していくことがわかった．

12)
13)
14)

3）二次粒子の形状は数珠状で大きさは300nm程度であり，
これを構成する一次粒子の大きさは最大で 20 nm 程度と

15)

なった．
4）二次粒子形状が数珠状となる理由として，核生成が純鉄

16)

の融点以下で起こったため，融合が生じず衝突時の形を
残したまま成長を続けたことと， 二次粒子の中心付近

17)

と比較して，端部の方が衝突可能な立体角が大きくなる
ことが考えられた．
5）純ヘリウム雰囲気における純鉄のティグ溶接を実施し，

18)

発生したヒュームを捕集して，ヒュームの TEM 観察試
験を行った．その結果，粒子の形状や大きさは計算結果
とよく一致し，計算モデルの妥当性を確認できた．

19)

6）アーク溶接中に溶融池から蒸発した金属蒸気がプラズマ
気流によりアーク柱下部から大気中に放出され，冷却凝
縮してヒュームが形成するまでのヒューム生成機構を，
数値シミュレーションを利用して理論的に説明すること
ができた．

20)

考
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