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高周波電縫溶接現象の直接観察と有限要素解析法による解明＊
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Dynamic Observations of Welding Pghenomena and Finite Element Analysis
in High Frequency Electric Resistance Welding＊
by OKABE Takatoshi＊＊, YASUDA Koichi＊＊ and NAKATA Kazuhiro＊＊＊
The high frequency electric resistance welding (hereinafter referred to as the HFW) pipes and tubes are being used for high-grade line pipes.
To cope with high need for weld seam reliability, the clarification of welding phenomena is important. To clarify the HFW phenomena, at first,
we have developed HFW simulation system by using electro magnetic, heat conductive and elastic plastic finite element analysis (FEA)
methods. A continuous electromagnetic and heat conduction analysis was conducted by subdividing the cross section containing the electrode
and the welding point into a large number of two-dimensional models. The temperature distribution in the HFW pipe welding procedure can be
successfully simulated by this system. The deformation behaviour in which a portion of the weld rises to the inner and outer surfaces as the
result of pressurisation from welding rolls can be analysed with this system. Secondly, HFW phenomena have been visualized dynamically
using high-speed video camera technique. The high-intensity part visualized by high-speed images has a good accordance with the temperature
distribution of FEA result. High-speed images have visualized the dynamic phenomena of molten metal flow and sputtering of molten steel.
Very rapid movement of molten metal in the forming direction along the welding line was observed at V-convergence point with a speed of
2m/s~50m/s, which was far faster than welding speed. This rapidly-moved molten metal generated the peculiar sputtering which spread the
molten metal particles as describing an arc perpendicular to the welding line. These phenomena were assumed to be caused by the
electromagnetic force concerning the molten steel at V-convergence point.
Key Words: High frequency electric resistance welding, Welding phenomenon, Sputtering, Steel pipe, Finite element analysis, Electromagnetic
force, High-speed image, Temperature distribution.

近年，溶接現象を観察するための計測技術は顕著に向上
1.

緒

言

している．従来は観察が困難であった溶接現象を可視化す
ることが可能になりつつあり，電縫溶接法においても溶接

溶接鋼管のなかでも電縫鋼管は，形状精度が良好で表面

現象を観察した研究が報告されている 1，2，6−8)．電縫溶接現

の肌が美麗であり生産性が高いという様々な優れた特性を

象を有限要素解析法により解明する研究も報告されている

有する．電縫鋼管の素材や製造プロセスおよび品質管理技

9−15)

術は長年に渡る研究開発により著しく進歩してきた．その

検証した報告は少ない．

．これらの解析法について，実際の溶接現象と比較して

結果，エネルギー分野や機械構造用および一般配管用など

本研究では，電縫溶接現象を可視化して明らかにするこ

の幅広い用途に使用されている．最近では，これまで以上

とを目的として，高速度カメラを用いて，電縫溶接部の加

に厳しい環境で使用できる電縫鋼管が求められており，従

熱挙動と溶鋼およびスパッタの発生現象を観察した．さら

来以上に高い信頼性の継手強度を有する電縫溶接部が期待

に，電縫溶接部の有限要素解析モデルを作成して溶接部の

されている．電縫鋼管は，鋼帯を円弧状にロール成形し

加熱挙動を明らかにした．解析結果と溶接現象の観察結果

て，その両端部同士を電縫溶接法により溶接して製造され

を比較することにより解析精度を検証した．溶接現象の観

る．電縫溶接法については，これまでに電縫溶接現象や電

察結果と解析結果をもとに，電磁力の観点から溶鋼および

縫溶接部の形成機構などに関する数多くの研究が報告され

スパッタの発生挙動について検討した結果を述べる．

てきた

1−6)

．しかしながら，電縫溶接は一般に 10 m/min 以上

の高速で溶接されることや，電縫溶接に影響を及ぼす因子
は多岐にわたることなどから，未だ不明な点も多かった．
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2.
2.1

実

験

方

法

電縫溶接部の直接観察方法

電縫溶接の実験装置を用いて，鋼板を円弧状に成形した
のち高周波誘導加熱法による電縫溶接を行い，溶接部を観
察した．Fig. 1 に溶接部の観察方法の概略図を，Table 1 に
溶接条件を示す．管の外径は 60 mm で，板厚は 3 mm であ
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Fig. 1

An overview of the dynamic observations of welding phenomena
in the HFW.
Table 1

Fig. 2

157

An overview of the finite element analysis system.

The welding conditions.

る．鋼板の化学組成は，重量%で 0.5%C-0.2%Si-0.8%Mn-Fe
である．電縫溶接部の上部に高速度カメラを設置して誘導
加熱コイルからスクイズロール（以下，SQ と示す）までの
溶 接 部 を 撮 像 し た ． 高 速 度 カ メ ラ に は ， NAC 社 製 の
MEMRECAM fxK4 と Vision Research 社製の V1610 を使用
Fig. 3

した．電縫溶接部の斜め上部からの撮像には MEMRECAM

Analysis flow of electromagnetic and heat conductive FEA.

fxK4 を，直上からの撮像には V1610 を使用した．
電縫溶接の加熱挙動を明らかにするために，電縫溶接の
定常状態において溶接を停止し，溶接の中止め部を採取し

たせて計算するほうが向上すると推定した．

て組織を調査した．溶接電力の投入を停止したのちの管が

そこで，直接通電加熱法による数値解析モデルを用い

移動する量を減らすために，5 m/min の低速度で溶接した．

て，上記の電縫溶接部の観察実験に相当する計算を行い，

その他の溶接条件は Table 1 と同様にした．加熱途中の各位

両者の結果を比較した．Fig. 2 に解析モデルの概要を示す

置について電縫溶接部を切り出して，溶接部の断面を 3%

15)

．

ピクリン酸溶液で腐食して熱影響部を観察した．実験条件

鋼管の溶接部を長手方向に対して垂直に輪切りにした多

と同じ 5 m/min の速度で数値解析を行い，両者の加熱状況

数の二次元解析モデルを作成した．解析モデルは鋼板と空

を比較した．

気層のみで構成した．鋼板の形状は溶接部近傍のみの長方

2.2

電縫溶接部の有限要素解析方法

形であると仮定した．端面同士が接触する点を V 収束点
（以下，V と記す）とした．端面の外周の角部は，給電点

著者らは，これまでに誘導加熱法と直接通電加熱法によ

から V に至るまで同一の半径の円弧形状を保ちながら円弧

る電縫溶接部の数値解析モデルをそれぞれ作成した 14，15)．

の角度が増加する軌跡を移動した．解析には汎用ソフトウ

誘導加熱法の解析モデルでは，解析に長時間を要すること

ェアの ANSYS ver.10 を使用した．電磁界解析と伝熱解析は

から，電磁界解析における鋼板の比透磁率などの物性値を

二次元連成場ソリッド要素であり，弾塑性構造解析は二次

温度によらず一定として計算した 14)．一方，直接通電加熱

元 8 節点構造ソリッド要素である．

法の解析モデルでは，電磁界解析において比透磁率などの

Fig. 3 に電磁界解析と伝熱解析の概要を示す．最初に，給

鋼板の物性値に温度依存性を持たせて短時間で計算するこ

電点に相当する位置 t1 において，管の断面全体に所定の電

とが可能であった 15)．電縫溶接部の温度分布の数値解析の

流を付与した．t1 において周波数応答解析法による電磁界

精度は，加熱法によらず，鋼板の物性値に温度依存性を持

解析を行い，t1 の断面の電流密度分布を求めた．電流密度

158

Fig. 4
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The meshes used in the electromagnetic and heat conduction FEA
approaches.

Fig. 6

The values of the physical properties used for FEA.

Fig. 5 The mesh used in the elasto-plastic FEA approach.

分布をもとに過渡応答解析法による伝熱解析を行い，t1 の
断面の板厚方向と周方向の温度分布を求めた．
次に，微小距離移動した位置 t2 における二次元モデルを
作成して同様の計算を行った．t2 の計算を行う際に，t1 で求
Fig. 7

められた温度分布を初期値とすることにより，電磁界解析

The stress-strain values used for FEA.

と伝熱解析における物性値の温度依存性を持たせた．t1 の
温度分布を t2 で求められた温度分布に加算することによ

のメッシュが小さすぎるために形状変化が大きくなり計算

り，t2 断面の板厚方向と周方向の温度分布を求めた．この

が収束しなかった．そこで，計算が収束する最小の長方形

要領を繰り返して計算することにより，V の直前 tn までの

のメッシュ形状を調査して，Fig. 5 に示すメッシュにした．

各位置における温度分布を求めた．

Fig. 6 に解析に用いた鋼管の比透磁率μs（μ/μ0）およびエ

V の温度分布を保持したまま，鋼板を Fig. 2 に示すよう

ンタルピーと温度の関係を示す．Fig. 7 に各温度ごとの応力

に移動させて変形挙動を解析した．端面は SQ により加圧

ひずみ線図を示す．また，鋼板の電気抵抗率，熱伝導度に

されるため，本来は複雑な変形挙動を示すが，解析では以

ついても温度の関数とした 15)．これらの物性値は，低炭素

下のように単純化した．SQ は存在せずに，鋼板同士を水平

低合金鋼の文献値および他の材料で得られている物性値を

方向に移動させる方法で計算した．両端部に強制変位を付

参考に設定した推定値を使用した 16，17)．物性値が不明な高

与して，0.02 m/s の等速で両端部を移動させた．平面応力要

温度域については，データの存在する最高温度での物性値

素を用いて，過渡応答解析法による弾塑性構造解析を行っ

で一定であると仮定した．鋼板の密度=7850 kg/m3，ポアソ

た．ANSYS ver.10 で用いられている以下に示す方法により

ン比=0.3 で一定にした．加熱および加圧時の鋼板の膨張は

接触判定を行った．端面の片側に剛体面の要素を付与し，

考慮しておらず，鋼板の線膨張係数=0 とした．1550℃ を超

相対する片側に線要素を付与して，初期の食い込み量が約

える溶融部の温度は 1550℃ で一定であると仮定した．

3 nm 以上になると接触していると判定した．接触したのち

解析には，Intel 社製 IntelXeon (R) 3.47GHz の CPU を搭載

端面同士は接合しない設定で計算した．伝熱解析は行わ

した Windows7 のパソコンを使用した．メモリ容量は 24 GB

ず，接触面を介した熱の授受は計算していない．端面同士

である．一解析に要する時間は約 2 時間であった．

の摩擦はないと仮定した．
Fig. 4 に給電位置 t1 の断面における電磁界解析と伝熱解析
の二次元解析モデルのメッシュ形状を示す．鋼管以外は空
気層である．メッシュ数は約一万である．各断面の位置座

3.
3.1

実験結果および考察

電縫溶接現象の直接観察結果

標をプログラム化して計算することによりメッシュ形状を

Fig. 8 に，電縫溶接部を斜め上部より撮像した画像を示

自動で作成した．Fig. 5 に構造解析の全体のメッシュ形状例

す．コイルから約 20 mm 出側にて端面近傍の外表面は加熱

を示す．Fig. 4 に示すメッシュで構造解析を実施すると端部

されて黒色に変化した．加熱により鋼管表面の酸化鉄の量
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Fig. 8 Dynamic observations of the HFW phenomenon.

Fig. 9

Fig. 10

The appearance of welding as captured by a high-speed camera.
(V; V-convergence point, W; Welding point)

Fig. 11

The welding phenomena of the occurrence of molten metal and
sputtering for a short time. (V; V-convergence point, W;
Welding point)

The appearance of molten metal in HFW as captured by a highspeed camera.

での平均速度は約 8 m/s であった．1.0 ms 経過後，溶鋼は成
形方向へ向かう扇型の形状で，管の外表面へ直線的に飛散
と組成が変化することにより，黒色に変化したと推定す

した．1.2 ms 経過後に溶鋼は多数のスパッタ粒になり，ス

る．コイルから約 60 mm 出側にて端面は赤熱した．Fig. 9

パッタ粒は扇型の形状を保持したまま飛散した．管の外表

に，溶接部を拡大した画像を示す．端面は完全に溶融し

面には飛散した溶鋼が直線状に付着した．この間，V と溶

て，成形に伴い溶融量は増加した．溶鋼は SQ の加圧によ

接点の位置は殆ど変化していない．1.2 ms 経過後に V の出

り管の上部に盛り上がり溶融池が形成された．溶融池から

側に新たな高輝度部が生成し，再び時間の経過に伴い下流

は断続的にスパッタが発生しており，スパッタは成形方向

側へ移動してスパッタ粒へと変化した．この V での高輝度

に飛散した．

部の発生およびスパッタ粒への変化現象は数 ms ごとに頻

Fig. 10 に，電縫溶接部を直上から観察した画像を示す．

繁に生じており，その移動速度は 2 m/s〜50 m/s であった．

V は SQ 中心から約 42 mm 上流に存在した．V の出側に約

溶接したのち管を切り出して内面の溶接部を観察した結

10 mm の狭間隙部が存在して，溶接点（以下，W と記す）

果，内表面にも外表面と同様に飛散した溶鋼が直線状に付

は SQ 中心から約 34 mm 上流に存在した．Fig. 11 に，溶接

着していた．

部の高速度撮像結果を時間ごとに示す．撮像開始時
（0 ms）に V 付近に微小な白い高輝度部が発生した．高輝

3.2

有限要素解析法による電縫溶接部の加熱挙動の解明

度部は，溶接速度よりも速い速度で狭間隙部内を成形方向

Table 1 に示す溶接条件を用いて，給電位置から V までを

へ移動し始めて，時間の経過に伴い，速度を増加しつつ成

百分割して計算を実施した．外表面と板厚中央部と内表面

形方向へ移動するとともに明瞭な溶鋼として観察された．

における給電位置から V までの端面から片側方向の温度推

V 付近に生じる高輝度部は微小な高温の溶鋼であると推定

移をそれぞれ Fig. 12〜14 に示す．Fig. 12〜14 より，端面が

する．0.8 ms 経過後に溶鋼は管の上部へ円弧状に分離を始

1000℃ 以上に加熱されるまでの時間は，内面が最も短く，

めた．高輝度部が発生してから溶鋼として分離し始めるま

外面，板厚中央部の順であった．Fig. 15 (a), (b) に，給電位
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Fig. 15
Fig. 12

The temperature distribution of the outer surface of the HFW
process as calculated by FEA.

The current density distribution of the HFW process as
calculated by FEA.
(a) After 40 mm from electrode.
(b) After 80 mm from electrode.

により，内表面と外表面の角部に電流が流れて，内面と外
面が加熱したと考える．また，内面のほうが外面よりも多
くの電流が流れていた．給電位置から 40 mm における外面
側と内面側の相対する端面同士の距離はそれぞれ 6.29 mm
と 5.66 mm であり，内面側の距離のほうが 0.63 mm 短い．
このように，内面側は外面側に比べて相対する端面同士の
距離が短いことから，内面側に多くの電流が流れて，外面
より先に加熱されたと推定する．
Fig. 12〜14 より，加熱の終期段階においては，板厚中央
部が最も昇温速度が速く，外面，内面の順であり，加熱の
初期段階とは逆の傾向が現れた．Fig. 15 (b) より，給電位置
か ら 80 mm に お け る 端 面 の 電 流 密 度 の 最 大 値 は
Fig. 13

The temperature distribution of the intermediate point of wall
thickness of the HFW process as calculated by FEA.

1.5×108 A/m2 であり，Fig. 15 (a) に比べて低い電流密度であ
った．Fig. 6 に示すように，高温に加熱されると比透磁率は
減少するために，端面に電流は集中しにくくなったと推定
する．その結果，加熱の終期段階においては，端面全体が
緩やかに加熱されたと推定する．板厚中央部は角部からの
熱伝導を受けるために角部との温度差は減少したと推定す
る．V から 10 mm 手前にて，端面は何れの位置についても
1500℃ を超えており，融点に達した．
3.3

電縫溶接部挙動に関する有限要素解析結果と実験結
果の比較・検証

Fig. 16 (a) に，3.2 節の解析による給電位置から V までの
外表面の等温線図を，Fig. 16 (b) に V 近傍の等温線図と 3.1
節の高速度カメラの映像を重ねて示す．高速度カメラによ
り溶融が観察される領域と，1500℃ の等温線図はよく合致
Fig. 14

The temperature distribution of the inner surface of the HFW
process as calculated by FEA.

した．
溶接速度=5 m/min で溶接部の中止め材を採取した際の，
溶接電力の停止直後および成形が完全に停止した際の撮像

置から 40 mm と 80 mm における電流密度の分布図を示す．

をそれぞれ Fig. 17 (a), (b) に示す．鋼管は，溶接電力を停止

Fig. 15 (a) より，給電位置から 40 mm における端面の電流

したのち成形方向へ約 4 mm 移動して完全に停止した．Fig.

8

2

密度の最大値は 4×10 A/m であり，内面と外面の角部に多

18 に，Fig. 17 (b) の中止め材の断面写真と，実験と同条件

くの電流が流れていた．高周波電流の特徴である先端効果

の 5 m/min で数値解析した際の断面の温度分布図を比較し
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Fig. 16

Fig. 17
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The temperature distribution of the outer surface.
(a) The temperature distribution contour map from electrode to V.
(b) A comparison between the temperature distribution
calculated by FEA and that obtained with the high-speed
camera image.

Fig. 18

A comparison between the temperature distribution of FEA and
that of a cross-sectional photograph.

Fig. 19

A comparison between the FEA result and experimental result of
the width heated above 800°C in the welding procedure.

The high-speed camera images for the intermediate welding
stage.
(a) Immediately after welding was stopped.
(b) After forming and welding was completely stopped.

て示す．断面写真における黒色の部分は熱影響部であり，
黒色に変化し始める箇所は組織が加熱により変化し始める
箇 所 で あ る と 考 え る ． そ の 温 度 は A c1 点 〜 A c3 点 の 間 の
800℃ 近傍であると推定する．V から 60 mm 入側の断面写
真より，外面と内面の角部のみ黒色に変化しており，この
部分が加熱されたと推定する．さらに，内面の角部のほう
が外面よりも黒色に加熱される領域が大きい．3.2 節の数値
解析の結果では，加熱の初期段階において内表面と外表面
の角部に電流が集中し，さらに内面側は外面側より先に加
熱された．Fig. 18 の断面写真より，実際の溶接部において
も 3.2 節で検討した内容と同様の現象が生じたと推定する．
Fig. 19 に，加熱過程における板厚中央部の熱影響部の加熱
幅の実測値と 800℃ 以上の加熱幅の解析値を示す．Fig. 18,
19 より，実測値と解析値はよく合致しており，本解析法に
より電縫溶接部の加熱現象を予測できると考える．
Fig. 20 に，加圧後の溶接部の断面写真と解析結果と比較
して示す．解析結果は実験結果に比べて外面と内面の端面
の盛り上がり量が少ない．解析では溶融を計算に取り入れ
ていないために端面の盛り上がり量は減少したと推定す

Fig. 20

The shape after pressurisation from the welding rolls.
Left; The FEA result.
Right; A cross-sectional photograph at V +40 mm.
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る溶接点直前での電磁力の解析結果を示す．端面に働く電
磁力は板厚中央部が最も高く，最大で 0.35 N の端面間を反
発しあう電磁力が生じた．この電磁力は，溶鋼を管の周方
向へ移動させる方向に作用する．以上より，溶鋼は，吸引
力により溶接点方向へ移動しようとする電磁力と，端面間
の反発力により管の周方向への電磁力を受けると推定す
る．これらの電磁力を受ける結果，溶鋼は狭間隙部内を成
形方向へ移動してスパッタ粒へと変化したと推定する．管
の内面側にも外面と同様に飛散した溶鋼が付着していたこ
とから，管の内面側においても，管の外面側と同様の現象
が生じていると推定する．
4.
Fig. 21

A schematic diagram of the mechanism of the occurrence of
molten metal and sputtering.

結

言

電縫溶接現象を直接観察することにより，電縫溶接部の
加熱挙動と溶鋼およびスパッタが発生する短時間の溶接挙
動を明らかにした．さらに，電縫溶接部の有限要素解析モ
デルを作成して解析精度を検証するとともに，電縫溶接現
象を定量化した．溶接現象の観察結果と解析結果をもと
に，電磁力の観点から溶鋼およびスパッタの発生挙動につ
いて検討した．
1．電縫溶接現象を直接観察した結果，溶接点の入側で管の
端面は完全に溶融した．V 付近に微小な高温の溶鋼であ
ると推定する高輝度部が発生した．溶鋼は成形速度より

Fig. 22 A counter map of the electromagnetic force.

も速い速度で狭間隙部内を成形方向へ移動し，時間の経
過に伴い速度を増加しつつ成形方向へ移動したのち，
0.8 ms 経過後に溶鋼は管の上部へ円弧状に分離を始め

る．本解析法により，この誤差は生じるが端面同士が加熱
および加圧されて溶接部が変形する現象を計算することが
可能になった．
3.4

電縫溶接部のスパッタ発生機構に関する考察

V に生じる溶鋼は電気や熱などの様々な力を受けるため

た．
2．溶鋼は成形方向へ向かう扇型の形状で，管の外表面へ直
線的に飛散して多数のスパッタ粒になり，スパッタ粒は
扇型の形状を保持したまま飛散した．この V での高輝
度部の発生からスパッタ粒への変化現象は，数 ms ごと
に頻繁に生じた．

に，これらの影響を全て明らかにすることは困難である

3．電磁界解析と伝熱解析と構造解析を組合せた電縫溶接部

が，電磁力の観点から以下のように考える．Fig. 21 に，溶

の有限要素解析モデルを作成した．実験条件に相当する

鋼に生じる電磁力の模式図を示す．高輝度の溶鋼が発生す

解析を行った結果，高速度カメラにより溶融が観察され

るまでは，溶接部には V スロートから溶接点に電流 i1 が流

る領域と，本解析法による外表面の 1500℃ の等温線図

れる．高輝度の溶鋼が発生した瞬間に，V スロートから溶

はよく合致した．

鋼を流れる電流 i2 が生じて狭間隙部は短絡する．電気的な

4．溶接部の中止め材と解析結果を比較した結果，加熱途中

過渡現象中において，短絡部を流れる回路による磁界と溶

の何れの位置においても，800℃ 以上に加熱される領域

接点を流れる回路による磁界が形成される．短絡の発生直

の計算結果と熱影響部の加熱幅はよく合致した．本解析

後には，溶鋼に一時的に大電流が流れて，溶鋼を流れる電

法により，電縫鋼管の加熱挙動を予測することが可能で

流 i2 と溶接点を流れる電流 i1 には互いに引き合う電磁力が

ある．

働く．その結果，短絡部の微量の溶鋼は吸引力 F1 により下

5．溶鋼が発生した直後には，溶鋼を流れる電流と溶接点を

流へ移動すると推定する．溶鋼の移動に伴い，溶鋼と溶接

流れる電流の間に吸引力が働いて，溶鋼は吸引力により

点の距離は短くなり，吸引力は増加して溶鋼は加速したと

下流へ移動し，溶鋼の移動に伴い，吸引力は増加して溶

推定する．

鋼は加速したと推定する．

一方，電縫溶接部の端面間には反発しあう電磁力が働く

6．解析により，V 直前の端面には溶鋼を管の周方向へ移動

ことが知られている．Fig. 22 に，Table 1 の溶接条件におけ

させる方向の電磁力が生じた．電磁力は板厚中央部が最
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も高く，最大で 0.35 N であった．これらの電磁力によ
り，溶鋼は移動してスパッタ粒へと変化したと推定す
る．
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