
1. 緒　　　　　言

高出力ファイバーレーザは発振効率が 25%～30%と高く
1)，高出力でビーム品質が優れるため，厚板鋼板への適用に

よる高速，高効率溶接の実用化が期待されている．しか

し，レーザ単独溶接では，開先ギャップ裕度が小さいこと

やポロシティおよびアンダフィルが発生しやすいなどの短

所がある．この欠点を克服するために，これまで各種のレ

ーザとアークを組み合わせたレーザ・アークハイブリッド

溶接法の研究が行われている2－10)．しかし実用化の観点から

の厚板継手を対象とした研究は少なく4，7，10)，かつその大部

分は突合せ継手であり，T継手の水平すみ肉溶接への研究

報告はそれ程多くはない11－13)．

本研究は，10 kW級高出力ファイバーレーザとマグアー

クを組合せたハイブリッド溶接法を用い，板厚 12 mmの厚

鋼板の T継手の水平すみ肉溶接における溶接部形成に及ぼ

すハイブリッド溶接パラメータの影響を検討し，ハイブリ

ッド溶接に特徴的な T継手の水平すみ肉溶接における 1パ

ス貫通溶接条件を明らかにし，その可能性を検討したもの

である．

2. 使用材料および実験方法

2.1 供試材

使用した供試材および溶接ワイヤは，それぞれ市販の軟

鋼 SS400と 780 MPa級高張力鋼用マグ溶接ワイヤ Z3312

G78A4M  N5CM3Tである．溶接ビード部へのワイヤ成分の

溶け込みおよび分布状態を評価するために Niの多い溶接ワ

イヤを使用した．供試材と溶接ワイヤの化学組成を Table 1

に示す．板厚は 12 mm，ワイヤ径は 1.2 mmである．

2.2 ファイバーレーザ・マグアークハイブリッド溶接法

本研究で用いたハイブリッド溶接システムは，最大出力

10 kW級ファイバーレーザと定格電流 300 Aのインバータ

制御式パルスマグアーク溶接機の組合せにより構成されて

おり，レーザヘッドとマグアーク溶接トーチは溶接ロボッ

トで保持した．伝送用ファイバー径は 300μmであり，焦点

距離 310 mmの集光レンズにより焦点位置でのビーム径は

0.48 mmとした．
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Table 1 Chemical compositions of SS400 steel plate and filler wire
Z3312  G78A4M  N5CM3T used.



供試材の寸法は，150 mm (L)×50 mm (W)×12 mm (t) であ

り，T 形片面水平すみ肉溶接を実施した．継手形状，寸

法，ハイブリッド溶接ヘッドの配置およびレーザビームの

入射角度や狙い位置，ならびにアークトーチの狙い角度や

狙い位置の平面図および側面図をそれぞれ Fig. 1 (a) 及び (b)

に示す．レーザヘッドおよびアークトーチの取り付け上の

制約などのため，平面図に示すようにレーザビームは垂直

板および溶接方向に対して垂直に照射し，アークトーチは

レーザビームに対して35度の傾斜角を有している．開先面

は機械加工面であり，溶接直前にアセトンにより脱脂を行

った．ハイブリッド溶接においては多数の溶接パラメータ

がある．Table 2に本研究で用いた溶接条件をまとめて示

す．これらのパラメータのうち，レーザ溶接パラメータで

は，レーザ出力，レーザ照射位置（レーザ照射角度 Laおよ

び垂直板上におけるオフセット Vo），アーク溶接パラメー

タではアーク電流およびアーク電圧，溶接速度，またハイ

ブリッド溶接特有のパラメータとしてレーザ・アーク間距

離 D や溶接方向（レーザ先行 DLA もしくはアーク先行

DAL）などがあり，溶接ビード形成に及ぼすこれらのパラ

メータの影響を検討した．

2.3 溶接部外観および溶込み形状観察法

溶接ビードおよびクレーター形状などの溶接部の外観，

ならびに溶接部断面を 2%ナイタール腐食液を用いて腐食

した後に溶込み形状および欠陥発生傾向を観察し，評価し

た．さらに EPMAにより溶接部断面における Ni分布を面

分析で測定した．

2.4 ハイブリッド溶接中の溶融池挙動の動的観察法

溶接中の溶融池表面における溶融金属の流れを高速度ビ

デオカメラを用い動的観察した．撮影速度は 2000 frames/s

とし，950 nmのバンドパスフィルターを使用して映像を撮

影した．

3. 実験結果および考察

3.1 ハイブリッド溶接パラメータ

レーザ・アークハイブリッド溶接に特有のパラメータと

してレーザ・アーク間距離 Dと溶接方向（レーザ先行，も

しくはアーク先行）がある．レーザ・アーク間距離の影響

に関しては，これまでの研究結果報告14)を参照して D=2 mm

一定とし，ここでは溶接方向の影響に注目して検討した．

またその他の溶接条件については Table 3に示す条件を基本

条件とした．

Fig. 2に溶接方向をレーザ先行とアーク先行に変化させた

ときの溶接ビード外観および断面マクロ写真を示す．レー

ザ先行では余盛形状が滑らかであり，アンダカットやピッ

トは認められず，またビード内部のボイドも認められなか

った．一方，アーク先行では，余盛形状はレーザ先行より

も凸形となり，ビード幅も狭く，水平板側にはアンダカッ
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Fig. 1 Shape and sizes of T-joint specimen and setup of hybrid welding, (a) vertical view and (b) side view.

Table 2 Hybrid welding parameters used.

Table 3 Fundamental parameters of hybrid welding used.



トが発生し，大きなピットやボイドの発生も確認された．

なお溶接方向による溶込み深さには大きな相異は認められ

なかった．

以上の結果，水平すみ肉溶接に対するレーザ・アークハ

イブリッド溶接においては，レーザ先行の方がアーク先行と

比較して，良好な溶接部が得られることが明らかになった．

この原因を明らかにするために，レーザ先行とアーク先

行におけるハイブリッド溶接中の溶融池表面の溶融金属流

れの動的観察を高速度ビデオカメラを用いて実施した．代

表的な静止画像を Fig. 3に，またその模式図を Fig. 4に示

す．レーザ先行の場合は Fig. 3 (a) に示すように図中の溶融

池の先端にある輝点がレーザ照射点であり，レーザによる

キーホールがそこに形成され，その後方にアークによる溶

融池が形成されている．レーザ先行の場合にはアークトー

チが前進角となって進むために，Fig. 4 (a) に示すようにア

ーク直下では，溶接方向に向かう強いプラズマ気流によっ

て，溶融池表面流はまず溶接方向に流れ，その後，周辺部

に向かい，さらに周辺流となって溶接方向とは逆方向の流

れとなり溶融池後方に向かう傾向が認められた．このため

にビード幅は拡がる傾向になる．

一方，アーク先行の場合は，Fig 3 (b) に示すように，ア

ークによって形成された溶融池内にレーザが照射される．

また，アークトーチは後退角となり，Fig. 4 (b) に示すよう

に強いプラズマ気流が溶融池に対して，溶融池の後方への

流れと同じ方向に働き，アーク直下の溶融金属がプラズマ

気流で後方に速やかに押し流される．その結果，アーク直

下では溶融金属が不足して溶融池底部の凝固壁が露出する

場合があり，その際にシールドガスが混入して，ピットや

ボイドを形成すると考えられる．また，このような溶融池

後方への強い溶融金属流によって溶融池の形状は，細長い

ものになり，さらに，ビード表面が盛り上がり，いわゆる

ハンピング形状となりやすいと考えられる．

すなわちハイブリッド溶接による水平すみ肉溶接におけ

るビード外観形状はアーク溶接によって支配され，溶接方

向の影響は溶接トーチが前進角，あるいは後退角かに大き

く依存し，一般的なアーク溶接時と同様にトーチ前進角の

方が滑らかな外観を有する溶接ビードが得られる．

3.2 レーザ溶接パラメータ

溶接変形を抑制するために，小さな溶接入熱により水平

すみ肉溶接で垂直板の反対側まで貫通する 1パス貫通溶接

ビードを得るためには，レーザ出力，レーザ照射角度およ

び照射位置が重要なパラメータになると考えられる．また

レーザ焦点位置は板表面に固定し，溶接方向はレーザ先行

として，これらレーザ溶接パラメータの影響を検討した．

3.2.1 レーザ出力

Fig. 5 に，レーザ照射位置（垂直オフセット Vo：

1.0 mm）およびレーザ照射角度（La：7°）を固定し，レー

ザ出力のみを 3から 9 kWまで変化させたハイブリッド溶接

部外観および断面写真を示す．レーザ出力の違いによる溶

接ビード外観には大きな変化は見られず，滑らかで良好な

ビード外観が得られた．溶込み深さはレーザ出力とともに

増加し，9 kWでは垂直板を貫通して垂直板反対側の裏面に

裏ビードが形成された．3.1で述べたようにビード外観には
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Fig. 3 Typical frames of weld pool surface during hybrid welding in (a)
laser leading-arc trailing and (b) arc leading-laser trailing by high
speed video camera at the same welding conditions in Fig. 2.

Fig. 5 Cross-sections and appearances of weld beads by hybrid welding
with different laser powers at laser leading DLA.

Fig. 4 Schematics of molten metal flow in weld pool at (a) laser leading
DLA and (b) arc leading DAL conditions observed in Fig. 3.

Fig. 2 Cross-sections and appearances of weld beads by hybrid welding with
different welding directions of laser leading DLA and arc leading DAL.



アーク溶接が主に影響を及ぼしており，ビード断面形状か

ら判断すると，溶込み上部のワインカップ部は主にアーク

溶接により形成され，一方，溶込みの大部分を占める中部

から下部はレーザ溶接による深溶込み効果によって形成さ

れている．

3.2.2 レーザ照射角度 La

Fig. 6 にレーザ照射位置として垂直オフセット Vo を

1.0 mmと固定した場合のレーザ照射角度 7°，9°及び 11°に

おけるハイブリッド溶接部の外観および断面写真を示す．

溶接ビード外観に大きな変化は見られなかったが，断面形

状を比較すると，レーザ照射角度 7°では貫通ビードは形成

されたが，水平板側に融合不良が発生した．一方，9°と

11°では水平板側の融合不良の発生は解消されたが，貫通ビ

ードは形成されなかった．

3.2.3 レーザ照射位置の垂直板上での垂直オフッセト Vo

Fig. 7はレーザ照射角度を 7°一定とし，垂直板オフセッ

ト Voを 0.5 mm～2.0 mmに変化させたハイブリッド溶接部

の外観および断面マクロ写真を示す．垂直板オフセットが

0.5 mmと 1.0 mmの条件では，良好なビード外観が得られ

たが，1.5 mmと 2.0 mmでは，ハンピングビード状の不連

続ビードとなり，大きなピットが発生した．またその断面

では，垂直板オフセットが 1.0 mm以上においては，貫通ビ

ードが形成されたが，水平板と垂直板との間に融合不良お

よびボイドが発生し，オフセット量が大きいほど顕著であ

った．一方，0.5 mmでは融合不良は解消されたが，その条

件では連続した裏ビードの形成はなかった．

ピットの発生原因を明らかにするために高速度ビデオカ

メラにより，垂直板オフセット 1.5 mmの条件で溶融池表面

の観察を行った．Fig. 8 (a) から (c) に一連の連続影像の中か

ら代表的な静止画像，および (d) にその模式図，(e) にビー

ド表面のピットを示す．レーザビームは溶融池の垂直板側

エッジ部に照射されており，(a) に示すように溶接中にレー

ザビーム孔近傍の溶融池内の垂直板にそってピットが発生

し，(b) ではピットが大きく成長している．従って，ピット

は溶融金属が垂直板側に十分にぬれなかったために発生し

たと推察される．

以上のようにレーザ出力とともに，レーザ照射位置およ

びレーザ照射角度は溶接ビード形成に大きな影響を及ぼ

す．これは，ファイバーレーザビーム径が細いために，レ

ーザ照射角度及び照射位置により，T形継手の開先面の溶

融領域が幾何学的に限定されるためと考えられる．すなわ

ち，Fig. 9に模式的に示すように，溶接ビード表面側にはア

ークによるワインカップ状の溶接ビード部分が形成され，

アーク直下では水平板側も十分に溶込み部分が形成され

る．しかし，垂直板の板厚中央では溶融はレーザビーム経

路とその周辺に限定される．このため，Fig. 6のレーザ照射

角度 7°の場合はワインカップ部下部がビーム経路より若干

離れるために，水平板側の溶け込みが不十分となり融合不

良部分が発生し易くなる．一方，Fig. 7の垂直板オフセット

Voが大きい場合においては，レーザビームで溶融した垂直

板側に溶融金属が十分に供給され難くなるために溶接ビー

ド表面にはピットが発生し，内部にはボイドが形成したと

考えられ，本研究の結果では，レーザ照射角度は 7°以下
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Fig. 7 Cross-sections and appearances of weld beads by hybrid welding
with different offset values Vo of laser beam irradiation position
on vertical plate side at laser leading DLA.

Fig. 9 Geometrical drawing of weld bead penetration at T-joint for lack
of fusion occurring between weld metal and horizontal plate.

Fig. 8 High speed video camera images showing a pit formation on the
surface of weld bead at vertical offset 1.5 mm and 9 kW, 200 A,
1.5 m/min at DLA: 2 mm, appeared in Fig. 7.

Fig. 6 Cross-sections and appearances of weld beads by hybrid welding
with different laser angles at laser leading DLA.



で，かつ垂直板オフセット Voは 1.0 mm以下が望ましい．

3.3 アーク溶接パラメータ

アーク電流と溶接速度の影響について主に検討した．Fig.

10にアーク電流値を 100 A～300 Aまで変化させたハイブリ

ッド溶接部の外観および断面マクロ写真を示す．アーク電

流の増加に伴い，ビード幅および脚長の増加とともに，溶

接部上部のワインカップ部分も大きくなり，水平板側の溶

け込み部分も増大した．このため 300 Aでは，水平板側の

融合不良が解消された．次に Fig. 11に溶接速度を 1.0～

2.0 m/minまで変化させたハイブリッド溶接部の外観および

断面マクロ写真を示す．溶接速度 1.0 m/minでは，1.5 m/min

と比べると脚長が大きくなり，また融合不良が解消され

た．一方，溶接速度の増加とともに脚長は減少し，

1.75 m/minまでは良好なビード外観が得られたが 2.0 m/min

では水平板側のビード止端部にアンダカットが発生し，良

好な外観を有するビード形成は困難であった．

以上のように，アーク電流及び溶接速度によって溶接ビ

ード表面形状および溶け込み上部のワインカップ形状が大

きく影響を受け，アーク電流の増加および溶接速度の低下

による溶接入熱の増大は上部ワインカップ部の拡大をもた

らし，これにより溶接ビード上部の水平板側の融合不良が

解消されることが分かった．

なおアーク電圧についても検討したが，アーク長増加に

よるアーク電圧の増加はアークが両母材に拡大して集中性

が悪くなり，水平板側の融合不良の発生を誘引する傾向を

示した．

3.4 溶接ビード内部における溶加材ワイヤ成分の分布

レーザ先行およびアーク先行時の溶接ビード内部の Niの

分布を EPMAで測定した結果を Fig. 12 (a) および (b) にそれ

ぞれ示す．溶接条件はレーザ出力 9 kW，アーク電流

200 A，溶接速度 1.5 m/min，DLAおよび DAL 2 mmであり，

(a) では水平板側の融合不良と溶け込み下部ビード部での割

れ，(b) では同じく水平板側の融合不良とさらに大きなボイ

ドが認められ，いずれも適正溶接条件ではない．

レーザ先行の場合には，ビード表面から溶け込み深さ約

1/3の地点で Ni濃度が最も高いことが分かった．これは，

後行アークのプラズマ気流により溶融池先端部分に集中し

てきた主として溶接ワイヤ成分からなる溶融金属が，先行

レーザによるキーホールによってその内部方向に流され，

ビード深さ約 1/3の地点まで到達したと推測される．しか

し，主にレーザにより溶融されたビード下部には Niが残存

しないことが分かった．

一方，アーク先行の場合，アークが後退角のため，主と

して溶接ワイヤ成分からなる溶融金属が後行レーザの影響

をほとんど受けずに溶融池後方に表面流として速やかに流

され，大部分の Niはビード表面に残存したと考えられる．
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Fig. 11 Cross-sections and appearances of weld beads by hybrid welding
with different welding speeds at laser leading DLA.

Fig. 12 Distribution of Ni added from electrode wire in the weld bead at
different welding directions; (a) laser leading, (b) arc leading.

Fig. 13 Effect of welding speed on the shape of weld penetration (a)-(c),
and on the occurrence of lack of fusion (d) and cracking (e).

Fig. 10 Cross-sections and appearances of weld beads by hybrid welding
with different arc currents at laser leading DLA.
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以上の結果から，本研究で用いた開先を有しない T形す

み肉継手では，レーザ先行およびアーク先行のいずれの場

合でも溶接ワイヤの溶融金属がビード下部方向にまで移動

することは困難であり，全体としてビード上部に残存する

傾向が強いことが分かった．すなわち，ハイブリッド溶接

の特徴である溶接ワイヤによる溶接部の合金成分制御は，

すみ肉溶接継手においてはビード上部に制限される傾向に

ある．

したがって，溶接ワイヤ成分の混合合金化による溶接金

属の特性改善を目的とする場合には，開先が必要と考えら

れる．

3.5 溶接割れおよび融合不良

T継手の水平すみ肉溶接部では，溶接条件によっては溶

接割れおよび融合不良が発生することが分かった．溶接速

度が溶接割れおよび融合不良に与える影響をまとめて Fig.

13に示す．溶接速度 1.0 m/minでは，溶接割れおよび融合

不良は見られず，良好な溶接ビードが得られた．しかし，

溶接速度が 1.5 m/minになるとアークにより形成された溶込

み上部のワインカップ部直下の溶接線にそって融合不良が

発生するとともに，主にレーザビームにより形成されたビ

ード中部から下部の中央に割れが発生することが分かっ

た．さらに溶接速度が 2.0 m/minと速くなると融合不良は大

きくなり，ビード下部の割れも観察された．溶接速度が遅

くなると Fig. 11でも示したようにアークにより溶融される

溶込み上部のワインカップ部分が大きくなり，融合不良が

解消され，さらに溶込み形状が漏斗状に上部に向って拡が

る形状に変化することにより，溶込み下部における凝固割

れの発生が抑制されたと考えられる．

一方，アーク電流が溶接割れおよび融合不良に与える影

響をまとめて Fig. 14 に示す．アーク電流 100 A および

200 Aでは，融合不良および溶接割れが存在した．しかし，

アーク電流が 300 Aになると，融合不良および溶接割れが

解消され，良好な溶接ビードが得られた．これは，溶接速

度の変化による結果と同様に，アーク電流増加により溶接

ビード上部の溶融部が拡大することにより，融合不良や割

れの発生傾向が改善されたと考えられる．

Fig. 15は溶接割れ破面の SEM写真を示す．割れ破面は凹

凸のあるデンドライト突起が明瞭に認められ，典型的な凝

固割れの形態を示している．また，割れ発生位置はいずれ

の条件においてもビード下部にあり，かつ，これらの条件

ではビード上部のワインカップ部分と割れ発生部との間の

ビード幅が一担狭くなるネッキング部が認められ，その下

方の割れ発生部でビード幅が局所的に拡がる特徴を呈して

いる．このような溶け込み形状は，電子ビーム溶接やレー

ザビーム溶接による深溶け込み溶接ビードにおいて認めら

れており15)，この部分で凝固の遅れが生じ，いわゆるアー

ク溶接におけるなし形ビード割れに見られる引け巣的な機

構で凝固割れが発生したと推察される．Fig. 13の溶接速度

1 m/minおよび Fig. 14のアーク電流 300 Aでは上部のワイ

ンカップ部分が拡大して漏斗状の溶け込み形状となり，中

央部のくびれ部分がなくなっており，いずれも溶接入熱の

増加により溶け込み形状が改善され，凝固割れの防止につ

ながったと考えられる．

4. 結　　　　　言

開先なしの T継手の水平すみ肉溶接において，1パス貫

通すみ肉溶接ビード形成に及ぼすレーザ・アークハイブリ

ッド溶接の各種パラメータの影響について検討を行い，溶

接欠陥のない良好な溶接ビードが得られる条件を明らかに

し，その形成機構を検討した．得られた主な結果は以下の

ようになる．

（1）開先なしの水平すみ肉溶接において，レーザ・アーク

ハイブリッド溶接部は，主にマグアーク溶接によって

形成される溶け込み上部のいわゆるすみ肉溶接部分

と，レーザ溶接の深溶け込み効果によって形成される

溶け込み中央部から下部の突合せ部分から成る．

（2）上部すみ肉溶接部のビード外観は，アーク溶接条件で

あるアーク電流，アーク電圧および溶接速度の影響を

大きく受け，適正条件を外れるとアンダカットの発生

をもたらした．溶け込み中央部から下部はレーザ溶接

条件であるレーザ出力とレーザビーム照射角度および

照射位置の影響を大きく受け，適正条件を外れると溶

け込み不足，融合不良および溶接割れの発生をもたら

した．

（3）同一ハイブリッド条件においても，レーザ先行とアー

ク先行により溶接ビード形状は大きく変化し，レーザ

先行では滑らかな表面形状でピットなどの欠陥のない

溶接ビードが形成できるのに対して，アーク先行では

アンダカットやピットおよびボイドが発生しやすい傾

Fig. 14 Effect of arc current on the shape of weld penetration (a)-(c) and
on the occurrence of lack of fusion and cracking (a), (b). Fig. 15 SEM images of crack surface showing dendritic morphology at

(a) low and (b) high magnifications (its surface was corroded by
etching treatment, and therefore coated with rust).



向を示した．

（4）アーク電流が小さい，あるいは溶接速度が速いなどの

溶接入熱が小さな条件において，溶接部中央部でビー

ド幅が局所的に狭くなる，いわゆるくびれた溶け込み

形状を呈する場合には，溶接部中部から下部で凝固割

れの発生が認められた．しかし，溶接速度の減少，あ

るいはアーク電流の増加により中央部での溶け込みの

くびれ現象は解消され凝固割れの発生が防止された．

（5）板厚 12 mmの開先なし T継手の水平すみ肉溶接にお

いて，溶接条件の最適化により溶接ビード表面が滑ら

かで溶接欠陥のない良好な 1パス貫通溶接ビードの形

成が可能であることを示した．
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