
1. 緒　　　　　言

厚板の狭開先突合せ溶接技術の開発は1970年代にはすで

に盛んに行われており，ガスメタルアーク，ティグアー

ク，サブマージアークなどを熱源とする各種狭開先アーク

溶接法が実用化されている1)．これらの技術は 大型重要構

造物の溶接に広く適用され，溶接の機械化，自動化も伴い

ながら施工効率の向上に大きく寄与してきた．一方，近年

の高エネルギーレーザの重工業への普及は目覚ましく，狭

開先突合せ溶接においても，レーザを熱源とした技術の開

発が行われている2－6)．レーザを狭開先の熱源として用いる

ことによる最大のメリットは，アークの場合と比較して開

先幅をより狭くできることである．アークによる狭開先溶

接の場合，電極を開先内に挿入する必要があるため，開先

幅が最小で 10 mm程度は必要である．しかし，レーザ溶接

の場合，電極が存在せず，レーザ光とフィラーワイヤだけ

が開先底部に到達すればよいため，開先幅を 3～5 mm程度

まで狭くすることができる．また，焦点距離が 300 mmを

越える長焦点レンズが普及し，広がり角が 3～4°程度に集

光されたビームが得られるようになったことから，開先角

度も 4～5°程度に抑えることができる．これにより，従来

に対して開先断面積を大幅に減少させることが可能とな

る．

開先断面積を減少させた場合，以下のような効果が得ら

れる．

・溶接時間の短縮

・溶材消費量の減少

・溶接部および熱影響部の減少

・溶接変形の極小化

・引張残留応力発生領域の極小化

これらの効果は溶接施工だけでなく，継手の高品質化，後

工程の時間短縮・省力化に貢献することも期待できる．

狭開先溶接技術の欠点のひとつとして，融合不良が発生

しやすいということが挙げられる．従来のアークによる狭

開先溶接法では，この欠点を補うために，ワイヤに曲げ癖

を与えたり，溶接トーチを偏芯高速回転させたりする手法

が開発されている1)．これに対し，レーザを用いた狭開先溶

接法では，融合不良を防止するために揺動レーザを用いる

方法が提案されている4，7)．この溶接法は，内部に高速で可

動するミラーあるいはレンズを備えるレーザヘッドを用い

てレーザビームを高周波数で揺動させながら溶接する方法

であり，高エネルギー密度のレーザ光を開先底部の端部付

近にまで到達させることにより，開先端部を確実に溶融さ

せ，融合不良を防止することができる．

本研究の目的は，この揺動レーザ溶接法を，極厚板の突
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合せ溶接に適用することである．しかし，揺動レーザ溶接

では，その溶融現象やワイヤ添加時の挙動が詳細に観察さ

れ，明らかにされた例がほとんどない．そこで，本報で

は，揺動レーザの狭開先溶接への適用のための第一ステッ

プとして，揺動レーザ溶接における溶融現象の解明を試み

た．具体的には，フィラーワイヤを用いないメルトラン溶

接において，揺動幅や揺動周波数が溶込み形状にどのよう

な影響を及ぼすかを検討した．また，フィラーワイヤを用

いたビードオンプレート溶接を行い，高速度カメラによる

観察により揺動レーザ溶接におけるワイヤ溶融メカニズム

の解明を試みた．さらに，狭開先を模擬した試験片に対す

るワンパス溶接実験により，融合不良防止に対する本溶接

法の効果を検証した．

2. 実験方法

本研究には，1軸スキャナ内蔵レーザヘッドを用いた．

Fig. 1に，レーザヘッドの外観および構成図を示す．ヘッド

内部のスキャナミラーを駆動モータにより角度制御するこ

とで，最大 1000 Hzまでの高周波数でレーザ光を揺動させ

ることができる．コリメーションレンズの焦点距離は

125 mm，フォーカシングレンズの焦点距離は 300 mmとし

た．揺動周波数と揺動幅は任意に設定することが可能であ

るが，最大可動揺動幅は，揺動周波数とフォーカシングレ

ンズの焦点距離に依存する．

本実験で使用したレーザ発振器は，最大出力 10 kWの連

続発振型ファイバーレーザ発振器（波長λ：1070 nm）であ

る．発振器内で発生したレーザ光は，コア径 0.3 mmの伝送

ファイバでレーザヘッドに伝送されている．

供試材は，板厚 12 mm～19 mmの JIS G3101 SS400を用い

た．その化学成分（代表例）を Table 1に示す．試験体を 1

軸スライダ上に固定し，スライダ駆動にて 150 mm長さの

メルトラン溶接およびビードオンプレート溶接を実施し

た．ビードオンプレート溶接実験では，フィラーワイヤは

基本的にφ1.2 mmの軟鋼・490 MPa級鋼用ソリッドワイヤ

を用いたが，一部のビードオンプレート溶接実験では 2%

程度の Niを含有する 780 MPa級鋼用ソリッドワイヤを用い

た．それぞれの化学組成を Table 2，Table 3に示す．Table 4

に，本実験で使用した主な溶接条件を示す．シールドガス

は CO2を使用し，溶融池後方からシールドガスノズルを通

じて供給した．シールドガスノズルは，シールドガスが溶

融池全体および溶融池後方の高温ビード部を覆うように，

内寸 15 mm×45 mmの矩形断面の筒状ノズルとした．特徴

的な溶接結果が得られる溶接条件に関しては，溶接中の溶
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Fig. 1 Single-axis scanning laser head

Table 1 Chemical compositions of steel plate used in this study

Table 2 Chemical compositions of solid wire for HT490

Table 3 Chemical compositions of solid wire for HT780

Table 4 Typical welding conditions

Fig. 2 Heat input density of oscillation laser beam



融池の挙動およびフィラーワイヤの溶融現象を高速度カメ

ラにて撮影速度 5000 frames/sで観察した．その際，照明光

源としては 45 Wの半導体レーザ（波長λ：940 nm）を使用

し，干渉フィルターを通して撮影した．

メルトラン溶接およびビードオンプレート溶接の溶接ビ

ードに対して，溶込み形状を確認するために溶接開始点か

ら約 75 mmの位置でビード横断面マクロ試験を実施した．

ビード横断面マクロ試験では試験片を切断後に研磨し，ナ

イタール（5%硝酸アルコール）にてエッチングした後，光

学顕微鏡によりビード断面の写真撮影を行った．また，そ

の写真から溶込み深さ，ビード表面幅，溶融断面積の計測

を行った．

本実験で用いたレーザ光の揺動パターンは，サイン波で

ある．Fig. 2に，出力 6 kWのレーザ光を揺動させた場合の

母材に対する入熱密度分布の理論値を示す．ここでは，レ

ーザ光をスポット径 1 mmの円状均一分布熱源と仮定し，

揺動幅 1 mm～10 mmで揺動している条件について計算して

いる．1 秒間に母材表面に投入される熱量を表示してお

り，揺動周波数によらず同じ分布となる．サイン波状にレ

ーザ光を揺動させた場合，入熱領域の中央よりも端部の入

熱密度が高い分布となる．

3. 実験結果および考察

3.1 メルトラン溶接実験

揺動レーザによる溶接現象の基礎的な把握のために，メ

ルトラン溶接実験を行った．Fig. 3に，レーザ出力 5 kWの

揺動レーザによるメルトラン溶接のビード横断面マクロ試

験結果を示す．溶接速度は 7.7 mm/s，焦点位置は母材表面

（焦点外し量 0 mm）とし，揺動周波数は 20 Hzである．揺

動幅が 5 mm以上の場合，レーザ光の揺動の効果により溶

込み幅が増加し，溶込み深さが減少している．また，溶込

み底部の形状に注目すると，ビード中央よりも両端のほう

が溶込みが深い形状を呈しており，これは Fig. 2に示した

入熱分布の影響であると言える．これに対して，揺動幅が

1～2 mmの場合は，揺動なしの場合と溶込み形状があまり

変わらない．この条件では揺動なしの場合の溶融池幅（ビ

ード表面幅）が約 4 mmあるため，それより小さい揺動幅

では溶込み形状に与える影響が少ないことを示唆してい

る．Fig. 4および Fig. 5に，レーザ出力 3 kW，5 kW，8 kW

における揺動幅とビード表面幅，溶込み深さとの関係を示

す．ここからわかるように，揺動幅が小さい場合はビード

表面幅および溶込み深さに与える影響は少なく，揺動幅が

5 mm以上の場合では揺動幅の増加に伴ってビード表面幅が

広く，溶込みが浅くなる傾向が見られる．溶込み深さはレ

ーザ出力と揺動幅の両方の影響を受けるが，ビード表面幅

はレーザ出力の影響がほとんどなく，主に揺動幅によって

支配されている．なお，本実験では板厚 12 mmの供試材を

用いたが，出力 8 kWで揺動幅が 2 mm以下の場合，試験片
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Fig. 3 Effect of oscillation width on penetration shape of melt-run
welding bead

Fig. 4 Effect of laser power on bead surface width

Fig. 5 Effect of laser power on penetration depth



を貫通する溶込みとなった．Fig. 4 において，揺動幅が

2 mm以下の領域で出力 8 kWの場合よりも 5 kWの場合の

方がビード表面幅が大きくなっているのはその影響であ

る．

Fig. 6は，揺動周波数が溶込み形状に及ぼす影響を示して

いる．揺動幅を 5 mm とし，揺動周波数を 10 Hz から

100 Hzまで変化させた場合，表面ビード幅にはあまり差が

ないものの，溶込み深さおよび溶融断面積には大きく差が

あり，揺動周波数が大きくなるほど溶込み深さが浅く，溶

融断面積が小さくなる．本プロセスでは，十分に高いエネ

ルギー密度のレーザ光を照射しているため，レーザ照射部

にキーホールが形成されていると考えられる．レーザ光を

揺動した場合，このキーホールも同じように溶融池内を移

動している．揺動周波数が大きいほど，また揺動幅が大き

いほど，レーザスポット自体は高速で移動することになる

ため，そのときに形成されるキーホールは浅いものにな

り，その結果として溶込み深さが浅く，溶融断面積が小さ

くなると考えられる．

揺動周波数が溶接現象に及ぼす影響として，上記の溶融

断面積のほか，溶接線方向に見たときのビードの不均一を

誘発する可能性がある．揺動周波数が低すぎる場合，レー

ザ揺動端部での溶接線方向のレーザ重なり量が低下し，ビ

ードが溶接線方向に均一で滑らかな止端形状にならない恐

れがある．これを確認するために，同一溶接条件で揺動周

波数を 5 Hzから 40 Hzで変化させてメルトラン溶接実験を
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Fig. 6 Effect of oscillation frequency on penetration shape of melt-run
welding bead

Fig. 7 Effect of oscillation frequency on weld toe shape of melt-run
welding bead

Fig. 8 High-speed video observations of molten pool surface behavior with formation of spatter



行った．なお，溶接線方向のビード均一性に対しては，揺

動周波数だけでなく溶接速度も影響し，溶接速度が大きい

ほど滑らかな止端形状になりにくいと考えられるが，本研

究では溶接速度 5～8.3 mm/sを対象としていることから，こ

こでは溶接速度を 8.3 mm/sとした．溶接結果のビード外

観，母材表面から 2 mm深さの位置でのビード水平断面マ

クロ試験結果，ビード横断面マクロ試験結果を Fig. 7に示

す．これらのビード外観およびビード水平断面マクロ試験

結果から，揺動周波数が 5 Hz以上であれば，ビード止端部

は表面，内部とも均一で滑らかな形状になることがわか

る．また，ビード外観を見るとわかるように，周波数が高

いほどスパッタの発生量（ビード端部への付着量）が多

い．このことから，レーザ光の揺動とスパッタ発生現象に

は何らかの関係性があるのではないかと考えられる．

Fig. 7から，レーザ光の揺動とスパッタ発生現象には何ら

かの関係性があるのではないかと推測された．そこで，高

速度カメラを用いてメルトラン溶接における溶融池の観察

を行い，スパッタ発生現象の解明を試みた．Fig. 8は，揺動

幅 5 mm，揺動周波数 10 Hzとしたときの溶融池の挙動を高

速度カメラにより観察した結果を，時系列に沿って表示し

たものである．これを見ると，レーザ光が揺動端部で折り

返すタイミングでスパッタが形成されていることがわか

る．レーザ光が溶融池内で折り返す際に，レーザ光後方で

溶融金属の盛り上がりが形成され，その盛り上がりが拡大

し溶融池から切り離された溶滴がスパッタとして溶融池の

外に飛散している．この現象は，レーザ光の揺動の半周期

ごとに溶融池両端で発生することが確認されており，これ

により Fig. 7に見られた周波数が高いほどスパッタの発生

量が多くなる原因が明らかとなった．

3.2 ビードオンプレート溶接実験

狭開先積層溶接やギャップのある突合せ溶接では，溶融

池にフィラーワイヤを添加することが必要である．そこ

で，フィラーワイヤ送給時のビード形成現象やワイヤ溶融

現象を把握するために，ビードオンプレート溶接実験を行

った．ワイヤ送給位置はレーザ照射位置直下，揺動幅の中

央とした．Fig. 9は，レーザ出力 6 kW，溶接速度5 mm/s，

ワイヤ送給速度50 mm/sまたは 83 mm/sとし，揺動周波数

20 Hzで揺動幅を 0 mmから 5 mmの間で変化させたときの

ビード横断面マクロ試験結果である．なお，この実験で

は，Niを 2.1%含有する 780 MPa級鋼用ソリッドワイヤを

用いた．Fig. 9を見ると，ワイヤ送給速度が 50 mm/sの場

合，レーザ光の揺動の有無によらず，健全な断面の溶接ビ

ードが得られている．一方，ワイヤ送給速度を 83 mm/sと

しレーザ光を揺動させながら溶接した場合では，ビード横

断面のエッチング状況にムラのようなものが確認された．

これは，ビード内に特定成分の偏析があるために現れたも

のと考えられる．溶接時にワイヤが十分に溶融されず，ワ

イヤ成分が溶融池内で拡散しないまま凝固したために生じ

たものであると考えられる．同じワイヤ送給速度であって

も，レーザ光を揺動させない場合（揺動幅 0 mm）は健全な

ビード横断面が得られている．なお，フィラーワイヤとし

て軟鋼・490 MPa 級鋼用ソリッドワイヤを用いた場合で

も，同様の現象が発生することが確認できている．また，

ワイヤ送給速度を 117 mm/s，150 mm/sとより大きくした場

合でも，ワイヤ送給速度 83 mm/sの場合と同様の成分偏析

発生の傾向が見られた．この成分偏析がワイヤの不完全溶

融であることを確認するために，EPMAによるビード断面

の Ni分布の測定を行った．Niは母材にはほとんど含有さ

れておらず，ワイヤにのみ含有されているため，この分布

を測定することでワイヤ成分の拡散状況を確認した．Fig. 10

に，EPMAの結果を示す．これを見ると明らかなように，

Fig. 9のビード横断面マクロ試験結果のエッチングのムラ部

分に Niすなわちワイヤ成分が集中している．ワイヤ送給速

度がある程度より大きい場合，レーザ光を揺動させること

でワイヤの溶融が不完全となり，ワイヤ成分がビード内で

偏析している可能性がある．

ワイヤ成分の偏析の原因を解明し，その防止策を検討す
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Fig. 9 Effect of oscillation on bead cross section

Fig. 10 Distribution of Ni added from filler wire in weld bead



るために，高速度カメラを用いて溶接時のワイヤ溶融現象

の観察を行った．Fig. 11にその結果を示す．ここでは，レ

ーザ出力 7 kW，溶接速度 5 mm/s，ワイヤ送給速度

150 mm/sとし，レーザ光を揺動させない場合と，幅 5 mm

で揺動させた場合とについて，連続した撮影の中の特徴的

な静止画像を示している．レーザ光を揺動させない場合

（Fig. 11 (a)），レーザ光は常時ワイヤに直接照射され，そ

のレーザ光によってワイヤが連続的に溶融している．一

方，レーザ光を揺動させた場合（Fig. 11 (b)），レーザ光が

揺動中心にきた時にワイヤが直接加熱され，それによりワ

イヤは溶融する．レーザ光が揺動端部付近にあるときは，

レーザ光は母材または溶融池表面に直接照射されており，

母材の溶融に寄与している．このときワイヤは溶融池から

の熱伝達のみで加熱されているが，その熱伝達のみではワ

イヤが完全に溶融するだけの熱量が得られず，固体のまま

溶融池内に侵入し，溶融池底部に到達していると考えられ

る．そして，レーザ光が揺動端部から中央に再度到達した

際にワイヤが切断されるように溶融し，ワイヤ断片が固体

のまま溶融池内に入っていっている．このワイヤ断片が溶

融しないまま凝固する，あるいは溶融しても拡散しないま

まに凝固することで，Fig. 9に見られるような偏析に繋がっ

ているものと考えられる．なお，ワイヤ送給速度がある程

度よりも小さい場合は，ワイヤの単位体積当たりのレーザ

照射量が増えること，溶融池からの熱伝達時間が増えるこ

と，切断されるワイヤ断片が小さくなることにより，ワイ

ヤは十分に加熱され完全に溶融し，溶融池内で十分に拡散

するため，偏析が生じない．従って，ワイヤ成分の偏析現

象を防止するためには，ワイヤ送給速度を制限するか，ホ

ットワイヤなどワイヤ溶融のための熱源を併用することが

必要である．

3.3 狭開先溶接実験

Fig. 12に，本研究で想定している狭開先積層溶接の模式

図を示す．揺動レーザによる狭開先溶接では，1層 1パス

で開先両側を溶融させながら積層していく．このとき，各

パスの溶接前の開先形状は矩形に近いものであるが，本施

工法の場合はレーザ光を揺動させることで開先底端部付近

を直接加熱できるため，融合不良が発生しにくいプロセス

であると考えられる．

揺動レーザ溶接の狭開先溶接への有効性，とりわけ融合

不良防止に対する効果を評価するために，深さ 8 mmの模

擬開先を有する試験片を用いた溶接実験を行った．試験片

の断面形状を Fig. 13に示す．母材の中央に狭開先を模擬し

た深さ 8 mm，幅 3 mm～5 mmの溝（模擬開先）を機械加工

にて形成した．模擬開先の側面の角度は母材表面に対して

90度とした．この試験片に対して，フィラーワイヤを送給

しながら模擬開先の底部にワンパス溶接を行った．

Fig. 14に，溶接結果のビード横断面マクロ試験結果を示

す．溶接条件は，レーザ出力 6 kW，溶接速度 5 mm/s，焦点

外し量 +10 mm，ワイヤ送給速度 50 mm/s，揺動周波数

溶 接 学 会 論 文 集                                                                                                                                    第 32 巻（2014）第 2 号 119

Fig. 11 High-speed video observation results of wire melting phenomena

Fig. 12 Schematic illustration of narrow gap welding process



20 Hzであり，揺動幅を開先幅 -0.5 mmとした．ここでは，

溶込み形状を実線で，溶接前の開先形状を破線で示してい

る．これを見ると，開先底部および側面が完全に溶融して

おり，融合不良の発生していない良好な溶接結果となって

いる．なお，溶接条件は Fig. 9の結果を参考にビードオン

プレート溶接にてワイヤ成分の偏析が発生しなかった条件

を選定しており，狭開先溶接を模擬した本実験においても

同様にワイヤ成分の偏析は発生しなかった．この結果か

ら，揺動レーザ溶接が狭開先溶接の熱源として有効である

と言える．

Fig. 15に，開先幅 3 mmおよび 4 mmの模擬開先試験片に

対し，揺動幅を開先幅 -1.5 mmから開先幅 -0.5 mmの間で変

化させた場合の溶接結果のビード横断面マクロ試験結果を

示す．いずれの開先幅条件においても，揺動幅を開先幅 -

1.5 mmとした場合にブローホールが多発し，揺動幅を開先

幅 -1.0 mmとした場合でも若干のブローホールが確認され

た．これに対して，揺動幅を開先幅 -0.5 mmとした条件で

はブローホールが発生せず，良好な溶接結果となった．な

お，揺動幅を開先幅 -0.5 mmよりも大きくすると，本実験

条件では開先上端部（試験片表面）とレーザ光の干渉が発

生するため，開先幅 -0.5 mmより大きい揺動幅での実験は

実施していない．揺動幅の影響でブローホールが形成され

るメカニズムは現時点では明確には説明できず，さらなる

調査・検討が必要であるが，これらの結果は開先壁の位置

とレーザ光の揺動領域との関係が溶接結果に密接に影響す

ることを示唆している．本研究にて検討した条件では，開

先幅と揺動幅との差は 0.5 mm程度とする必要があり，狭い

条件範囲に限定されることが分かった．

4. 結　　　　　言

本研究では，揺動レーザを用いてメルトラン溶接実験，

ビードオンプレート溶接実験を行い，揺動レーザ溶接の特

徴および狭開先溶接への有効性について検討した．得られ

た結果は以下の通りである．

1）レーザ光を揺動させることにより，溶込み形状をコント

ロールすることができる．揺動幅が広いほど溶込みは浅

く，表面ビード幅は広くなる．しかし，揺動なしの溶接

でのビード幅よりも揺動幅が狭い場合は，レーザ光の揺

動の効果が小さい．

2）揺動レーザ溶接では，溶融池端部でレーザ光が折り返す

際にスパッタが発生する．スパッタはレーザ光の揺動半

周期ごとに溶融池両端で発生するため，揺動周波数が高

いほどスパッタ発生が多い．

3）レーザ光を揺動させない溶接では，フィラーワイヤはレ

ーザ光により常時直接加熱され，連続的に溶融されなが

ら溶融池に供給される．一方，揺動レーザ溶接では，フ

ィラーワイヤは断続的に溶融し，固体のままで溶融池に

供給される．

4）フィラーワイヤの送給速度を大きくすると，ビード内部

にワイヤ成分の偏析や，ワイヤの溶け残りが発生する場

合がある．

5）揺動レーザを用いた溶接法は，開先底部での融合不良の

発生を防止でき，狭開先溶接に対して有効である．ただ

し，揺動幅の条件は，開先幅 -0.5 mm程度と狭い範囲に

限定される．
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Fig. 15 Cross sections of welding beads in experiments with test pieces
simulating a narrow gap groove

Fig. 14 Relationships between the groove shape and the penetration
shape. (Oscillation width: Gap－0.5 mm)

Fig. 13 Geometry of the test piece simulating the narrow gap groove
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