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ステンレス鋼の高輝度・高出力レーザ溶接時の溶融池内湯流れに及ぼす
溶接速度の影響の三次元 X 線透視その場観察法による解明＊
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Elucidation of effect of welding speed on melt flows in high-brightness and high-power laser welding of
stainless steel on basis of three-dimensional X-ray transmission in-situ observation＊

by KAWAHITO Yousuke＊＊, UEMURA Yousuke***, DOI Yuichiro****, MIZUTANI Masami***, NISHIMOTO Kouji*****,
KAWAKAMI Hiroshi******, TANAKA Manabu**, FUJII Hidetoshi**, NAKATA Kazuhiro＊＊ and KATAYAMA Seiji＊＊
This research was performed with the objective of clarifying the effect of welding speed on melt flows during melt-run welding of SUS304
stainless steel plates with a 6-kW power laser beam on the basis of three-dimensional X-ray transmission in-situ observation. As welding speed
increased from 25 mm/s to 250 mm/s, three kinds of welds characterized by porosity formation, no defects or underfilling due to spatters were
produced. The average and the maximum values of measured melt flow velocity were three and ten times higher than the welding speed,
respectively. Two kinds of circulation flows at the inlet or the tip of a keyhole were confirmed to control heat transfer in a molten pool. It was
found that the circulation flows were so sensitive to the welding speed that bubbles resulting in porosity or spatters were often formed.
Accoriding to the X-ray observation of the spatters formation with tungsten carbide (WC) tracers, as the melt flow rose along the keyhole wall,
the velocity was accelerated from 0.24 m/s to 0.54 m/s near the keyhole inlet. Consequently, the melt flows made the convex surface behind the
keyhole grow higher, resulting in spattering.
Key Words: welding speed, melt flows, high-brightness laser welding, stainless steel, three-dimensional X-ray transmission in-situ observation，
spatters

1.

は

じ

め

に

を用いたステンレス鋼の溶接速度 17 mm/s の部分溶込み溶
接において，キーホール先端部から気泡が散発的に発生し，
先端部周辺を渦状の湯流れによって，凝固界面に運ばれて

溶接は，金属を接合する基盤技術であり，欠陥のない高

捕捉され，ポロシティが生成する欠陥生成過程が 2 次元 X

品質溶接継手を実現するには，溶融池内部挙動の解明は不

線透視観察によって明らかにされている ．一方，溶接速度

可欠である．レーザ溶接欠陥としては，凝固後の溶接金属

100 mm/s では，低速とは異なる湯流れが見られ，キーホー

に生じる空洞であるポロシティ，溶接ビード表面の凹みで

ル口から後方への明瞭な湯流れが観測され，ポロシティの原

あるアンダーフィル，溶融金属の飛散であるスパッタ等が

因となる気泡の発生が見られないことが報告されている ．

発生する．これらの溶接欠陥の生成には，溶融金属の移動

しかしながら，実際の流れである 3 次元の湯流れについて

が深く関係しており，特に，溶融金属の流れである湯流れ

は，数値解析に関する研究 は報告されているが，3 次元計

を理解することが重要である．例えば，6 kW 高出力レーザ

測の報告はなく，湯流れと溶接欠陥との関係性についても，

1)

1)

2)

十分には明らかにされていないのが現状である．
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本研究では，高輝度・高出力ディスクレーザを用い，レー
ザ 出 力 6 kW， 溶 接 速 度 25 mm/s か ら 250 mm/s の 条 件 で，
SUS304 ステンレス鋼板においてメルトラン（ビード・オン・

プレート）溶接を行い，溶接欠陥の発生を含めた溶接性を
調査した．典型的な溶接結果が得られた条件に関して，視
差を利用することで湯流れを 3 次元で X 線透過高速度観察
を行い，湯流れの定性的な理解と速度の算出を行った．また，
算出した湯流れデータを基に，湯流れに及ぼす溶接速度の
影響，ならびにポロシティ，アンダーフィルおよびスパッタ
の溶接欠陥と溶接速度との関係性についても検討を行った．
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視その場観察法による解明

供試材および実験方法

供試材は，オーステナイト系ステンレス鋼 SUS304 の板
材である．本研究で使用したレーザ発振器は，最大出力
16 kW の連続発振型のディスクレーザ装置である．溶接状
況を模式図的に Fig. 1 に示す．レーザ光は，発振器からコ
ア径φ0.2 mm のファイバーによって伝送され，焦点距離

280 mm のレンズによって，Fig. 2 に示すビームプロファイ
ルで集光される．なお，ビームスポット径はφ0.3 mm で，ピー
2

クパワー密度は最大 200 kW/mm である．供試材表面を焦点

位置に固定し，レーザ出力 6 kW で，溶接速度を25，50，100，
150および 250 mm/s と変えてメルトラン溶接を実施した．

溶融池内部を透視観察するのに使用する三次元 X 線透視

装置は，マイクロフォーカス X 線発生装置（最高解像度：
4μm，実験時の解像度：70μm，最大電圧：230 kV，最大
電流：1 mA，1000 fpsで透視観察できるステンレス鋼の最大

厚み：5 mm）と，ミニフォーカス X 線発生装置（解像度：

0.4 mm，最大電圧：225 kV，最大電流：3.5 mA，1000 fps で

透視観察できるステンレス鋼の最大厚み：10 mm）の異な

る特徴を持った線源を有する．供試材を通過した X 線は，
高速応答イメージングイテンシファイア（残光時間：0.1 ms），
高速度カメラ（最大 10,000 fps）を通して観察でき，異なる

角度で同時計測した 2 画像データから，視差を利用して湯
流れの三次元速度測定が可能である．なお，X 線透視観察
に使用する供試材は，溶落ち防止のため T 字型のものを使
用し，明瞭な X 線透視観察のため，X 線が透過する箇所の

厚 み は， 溶 接 速 度 25 mm/s で 5 mm，50 mm/s で 3 mm，
100 mm/s 以上で 1.5 mm である．また，湯流れを可視化する
ためのトレーサとして，直径 0.5 mm のタングステンカーバ
イドの超硬合金球を，供試材に埋め込んで使用した．
3.
3.1

実験結果および考察

高出力・高輝度レーザ溶接時の溶込みと溶接欠陥の
発生状況

ステンレス鋼 SUS 304 板に対して，その表面をディスク

レーザの焦点位置に設置し，レーザ出力 6 kW 一定で，溶接

速度 25〜250 mm/s において，メルトラン溶接を実施し，溶
Fig. 1

Schematic illustration of experimental set-up of 3D X-ray
transmission system for observation of melt flows during laser
welding.

融状況と欠陥発生の有無を調査した．得られた溶接ビード
の表面外観および断面形状を Fig. 3 にまとめて示す．全条
件でキーホール型部分溶込みの溶接部が得られ，溶接速度
25 mm/s か ら 250 mm/s に 増 加 さ せ る と， 溶 込 み 深 さ は
8.4 mm から 2.6 mm まで浅くなり，ビード幅も 2.8 mm から

Fig. 2 Focusing feature of disk laser beam and power density distribution
at focal point.

Fig. 3 Photos of surface appearances and cross sections of SUS 304 weld
beads obtained at 6 kW power and several welding speeds of 25
mm/s to 250 mm/s.
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0.6 mm まで狭くなった．溶接欠陥に関しては，溶接速度
50 mm/s 以下で，ポロシティが溶接金属部の中央部から底部

にかけて形成され，速度 150 mm/s 以上では溶接ビードがア
ンダーフィルとなり，多数のスパッタの付着が見られた．
一方，速度 100 mm/s では，欠陥の発生がなく，余盛りのあ
る良好な溶接部が得られた．

(a) Micro- focused X-ray transmission images

以上の実験結果から，本溶接条件では，溶接速度を低速
から高速に変化させると，ポロシティを有する溶接部，良
好な溶込みの溶接部およびアンダーフィルとスパッタの溶
接部が形成し，3 種類の異なる溶接結果が得られることが
判明した．
3.2

高出力・高輝度レーザ溶接時の良好な溶込みにおけ
る湯流れの 3 次元計測
(b) Mini--focused X-ray transmission images

余盛りのある良好な溶込みが得られた溶接速度 100 mm/s

において，メルトラン溶接中の溶融池内部の 3 次元的な湯
流れを明らかにするため，2 組のマイクロフォーカス X 線
源とミ二フォーカス X 線源を用いた 3 次元透視観察を行っ

た．Fig. 4 (a) および (b) に同時刻のマイクロフォーカス X

線源の画像とミ二フォーカス X 線源の画像を示す．供試材
表面から下に 2 mm の位置に埋め込んだトレーサは，キー

ホールを横切り，キーホール後壁の付近で下向きに流れた．
その後，キーホール先端付近からは溶融池の底部を沿うよ
うに後方へと移動し，凝固界面で補足され，停止すること
が観察された．Fig. 4 (a) および (b) に示す画像データのト

レーサの位置情報から三次元化した結果を Fig. 4 (c) に示
す．なお，矢印で示される溶接速度成分は，湯流れ速度か
ら減算している．トレーサの挙動から，溶融池内部の湯流れ
は，キーホール側面を 0.4 m/s で，キーホール後壁へ流れ，
その後，キーホール先端部に向きを変え 0.35 m/s で下降し，
キーホール底部で再び向きを変え，溶融池の底部を這うよ
うに溶融池の後方に 0.25 m/s 速度で流れる複雑な挙動を示
した．
供試材表面から下に 1 mm，2 mm，3 mm の位置に埋め込

(c) Three dimensional visualization of melt flows calculated from both
X-ray transmission images.
Fig. 4

んだ23球の超硬合金球に対し，三次元 X 線透視観察を行い，

X-ray transmission in-situ observation photos of WC tracer
behavior during laser welding of SUS 304 steel at 100 mm/s.

溶融池内部の湯流れについてまとめたものと概略図を Fig. 5

(a) と (b) に示す．Fig. 5 (a) に示すように湯流れは，キーホー
ル側面，キーホール口の後方およびキーホール先端部で異

ら溶融池の下部を通って溶融池後方へ流れた後に上昇して，

なっている．計測された湯流れ速度は，キーホール側面で

キーホール後壁中央部へ戻る溶融池下部の循環流である．

約 0.5 m/s，キーホール口の後方およびキーホール先端部で

さらに，観測された湯流れを基に，高出力・高輝度レー

は，それぞれ 0.72 m/s および 0.25 m/s であり，溶融池全体

ザ溶接における熱伝導と対流熱伝達について検討を行った．

速いことがわかった．一方，キーホール中央部周辺は，0.28 m/

を示す指標としてペクレ数 Pe（Péclet number）がある．Pe

れは，Fig. 5 (b) が示すように二種類の循環する流れに大別

れる．

の湯流れ速度 0.34 m/s に比べキーホール口部では 2 倍程度

熱伝導と対流のどちらが支配的な機構として働いているか

s と遅いことも判明した．このようなキーホール後方の湯流

は移流と拡散の比を表す無次元数であり，次式 (1) で与えら

できることがわかった．一つの循環流れは，キーホール中
央部からキーホール後壁に沿って上昇し，溶融池後方へ流

Pe =ρCUL0 / K

ただし，

れた後下降し，キーホール後壁中央部へ再び戻ってくる溶

C：比熱，

融池上部を循環する流れであり，もう一つはキーホール底か

ρ：流体密度，

………(1)
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L0：代表長さ，

とが判明した．また，循環する湯流れは，キーホール口とキー

K：熱伝導率．

エネルギー輸送に関して，湯流れが支配的であることも確

U：代表速度，

ホール先端で速くなることが判明した．さらに，溶融池の

定性的にはペクレ数が10以上になると対流の寄与率が大
きくなるとされている．鋼の TIG 溶接では熱伝導よりも対
流によるエネルギー輸送が支配的になることはよく知られ
3)

ている ．式 (1) に SUS304 の 1700 K における各種物性値
2

3

4)

3

（C：6.9 × 10 J/kg K，ρ：7.2 × 10 kg/m ，K：35.8 W/m K）を

認できた．
3.3

気泡およびポロシティ発生条件における 3 次元湯流
れの計測

深溶込み溶接部にポロシティが生成した溶接速度 50 mm/s

用い，代表長さ L0 をレーザ溶接時におけるビード幅 1 mm

の溶接条件で，供試材表面から下に 2 mm，3 mm，5 mm の

と な る．Fig. 4 (c) で 観 察 さ れ た 湯 流 れ は，0.72 m/s か ら

元 X 線透視観察を行った結果についてまとめたものと概略

とし，Pe が10以上になる速度領域を求めると，U≧0.07 m/s

0.21 m/s の領域であり，本レーザ溶接条件下では，溶融池に

位置に埋め込んだ30球の超硬合金球トレーサを用いた 3 次
図を Fig. 5 と同様に Fig. 6 (a) と (b) に示す．Fig. 6 (a) が示す

おけるエネルギー輸送に関して湯流れでの熱輸送が支配的

湯流れ速度は，キーホール口および先端部では，それぞれ

であることも確認できた．

0.55 m/s および 0.95 m/s であり，溶融池全体の湯流れ速度は

以上の結果より，溶融池内部の湯流れは一様ではなく，
キーホール後方の溶融池内で循環する 2 つの流れであるこ

0.37 m/s の湯流れであった．各位置での溶接速度 100 mm/s

時と比較して，キーホール口で約 0.76 倍と減少し，キーホー

(a) Velocity of melt flows calculated from 23 tracers

(a) Velocity of melt flows calculated from 30 tracers

(b) Schematic illustration of melt flows in molten pool at 100 mm/s
welding speed

(b) Schematic illustration of melt flows in molten pool at 50 mm/s welding
speed

Fig. 5

Fig. 6 Display of melt flows in deeply-penetrated weld with porosity.

Display of melt flows in sound-weld of SUS 304 steel at 6kW
power.
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データと同等の速度であった．また，溶融池の下部の湯流
れは，従来研究では，気泡を凝固界面に運び，ポロシティ

で観察された溶融池上部と下部の 2 種類の湯流れが確認で

生成の一要因とされてきたが，本観測結果では，キーホー

きた．溶融池下部の湯流れは，溶込み中央部から下の溶融

ルに気泡が運ばれ，吸収され，ポロシティが形成されない

部幅が 1 mm 以下の狭いところから，明瞭な循環流が生じ，

ことも観測された．

キーホール周辺に存在する沸点付近の高温の溶融金属が，
キーホールの中央部から先端部にキーホールに沿って流れ
るため，深溶込みに対し有効であると考えられる．
次に，同溶接条件でのポロシティ形成につながる気泡の

3.4

アンダーフィルおよびスパッタ発生時の湯流れの 3
次元計測

アンダーフィルおよびスパッタが発生した溶接速度

発生と挙動に関するミニフォーカス X 線透視法による典型

150 mm/s の 条 件 で， 供 試 材 表 面 か ら 下 に 1 mm，2 mm，

0.4 mm サイズの気泡として離脱した．気泡は，溶融池後方

た 3 次元 X 線透視観察を行った結果についてまとめたもの

的な観察画像を Fig. 7 (a) に示す．キーホール先端部が膨れ，
に流れ，その後上昇し，キーホール後壁中央部に向かって
流れ，キーホール後壁中央部付近に 50 ms 間停滞した．そ
の間，近傍に存在する他の気泡と合体し 0.6 mm サイズの気

3 mm の位置に埋め込んだ17球の超硬合金球トレーサを用い
と概略図を Fig. 8 (a) と (b) に示す．Fig. 8 (a) から，キーホー
ル口およびキーホール先端部での湯流れ速度は，それぞれ
0.89 m/s および 0.55 m/s であり，溶融池全体の平均湯流れ速

泡となった後，キーホールに吸収される過程が観測された．
気泡をトレーサとして捉えた三次元X線透視観察結果を Fig.

7 (b) に示す．気泡の回転運動の速度は，キーホール先端付
近では 0.71 m/s であり，超硬合金球トレーサの 3 次元計測

(a) Mini-focused X-ray transmission images

(a) Velocity of melt flows calculated from 17 tracers

(b) Three-dimensional visualization of bubble behavior
Fig. 7

Photos of bubble behavior during laser welding of SUS 304 steel
at 100 mm/s. (a) Mini-focused X-ray transmission images. (b)
Three-dimensional visualization of bubble behavior calculated
from mini-focused and Micro-focused X-ray transmission images.

(b) Schematic illustration of melt flows in molten pool at 150 mm/s
welding speed.
Fig. 8 Display of melt flows in underfilled weld with spatters.
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試料表面から 1.5 mm 内部のトレーサによって明らかに
なったスパッタ生成過程での湯流れのマイクロフォーカス
X 線透視法による典型的な観察画像を Fig. 9 (a) に示す．そ

して，スパッタの生成過程に注目して観測した 3 次元計測
結果を Fig. 9 (b) に示す．WC 粒子は，キーホールの横を通

過し，その後キーホール後方の壁面に沿って上昇・加速し，
表面付近で 1 回転した後，再度加速されスパッタとして飛
散した．特に，スパッタは，キーホール口後方部の溶融池
が上方に局所的に成長し，その先端部が分離し，粒子とし
て飛散する過程で生成する挙動が観察された．湯流れの速
度は，キーホール壁面の深さ 1.5 mm から 0.6 mm の位置ま
でに 0.24 m/s から 0.54 m/s と倍以上に加速されていた．そ

して表面付近で 1 回転した後，深さ 0.88 mm の位置から
(a) Micro-focused X-ray transmission images

0.73 m/s に再加速・上昇し，試料表面から 0.49 m/s でキーホー
ル後部の溶融部へ流れ込み，溶融部から離脱し 0.80 m/s で

スパッタとして飛散した．よって，スパッタとして飛散す
る溶融金属は，溶融池内部からキーホ−ル口まで加速され，
さらに飛散する溶融部に留まる過程を経て，スパッタとな
ることが判明した．
4.

ま

と

め

本研究では，SUS304 ステンレス鋼板に対し，レーザ出力
6 kW，溶接速度 25 mm/s から 250 mm/s の条件で，メルトラ
ン溶接を行い，溶接欠陥の発生を含めた溶接性を調査した．
溶接速度を変化させると，ポロシティ，良好な溶込みおよ
びアンダーフィルとスパッタの 3 種類の異なる溶接結果が

得られた．また，湯流れの 3 次元 X 線透視高速度観察では，
湯流れ速度は，溶接速度よりも平均で 3 倍程度，最大で 1
桁速く，各場所で，流れる向きも速さも異なった．レーザ
(b) Three-dimensional visualization of flow of melt ejected away from
molten pool, resulting in spatter

溶接におけるキーホール後方の溶融池内の上部と下部に，

Fig. 9 Photos and schematic representation of melt ejected away from
molten pool during laser welding of SUS 304 steel, leading to
spatter formation, and example of melt flows at 100 mm/s. (a)
Micro-focused X-ray transmission images, and (b) threedimensional visualization of flow of melt ejected.

部とキーホール先端で速く，溶融池におけるエネルギー輸

二種類の循環する湯流れが存在し，それぞれキーホール口
送に関して湯流れでの熱輸送が支配的であることが判明し
た．さらに，溶接速度の条件により循環流の速度・形態は
敏感に変化し，ポロシティ，スパッタの発生と深く関連す
ることがわかった．特に，スパッタの生成過程は，湯流れ
がキーホール内部から加速し，キーホール口付近で一方向

度は 0.49 m/s であった．また，溶接速度が増加するに従い，

に流れ込み，その先端部では，湯流れで運ばれた溶融金属

キーホール口の湯流れ速度も増加することがわかった．よっ

が留まり続け，速度が加速して，サイズが拡大し，最終的に

て，Fig. 8 (b) が示す溶融池内部には，これまでに述べた溶

スパッタとして飛散するメカニズムであることが判明した．

接速度 50 mm/s および 100 mm/s で観察された湯流れとは異
なる挙動が確認できた．溶融池の大部分では，キーホール
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先端部から溶融池後方へ流れ，様々な位置からキーホール
に戻ってくる湯流れが生じており，これまでに観察された

本研究の一部は，平成25年度に採択された科学研究費基

溶融池下部の湯流れに相当とする湯流れと理解できる．一

盤研究 B「レーザ照射部の溶接ポロシティ制御によるその

方，これまでに観察された溶融池上部の湯流れは，一方向
の流れとして見られ，最終的にはスパッタとして飛散する
ことがわかった．

場局所マイクロポーラス金属の創成」の助成で行ったもの
であり，関係各位に感謝申し上げます．

溶 接 学 会 論 文 集

参
1)

2)

第 33 巻（2015）第 1 号

考

文

献

K. Kinoshita, M. Mizutani, Y. Kawahito and S. Katayama:
Phenomena Elucidation in High-Power Fiber Laser Welding of
Stainless Steel, Quarterly Journal of The Japan Welding Society,
25-1 (2007), 18-23. (in Japanese)
A. Otto, H. Koch, K-H. Leitz and M. Schmidt: Numerical
Simulations - A Versatile Approach for Better Understanding
Dynamics in Laser Material Processing, Physics Procedia, 12

3)

4)

19

(2011), 11-20.
K. Ishizaki, N. Araki and H. Murai, Interfacial Tension Theory on
the Phenomena of Arc Welding (Chapter 9): Central and Peripheral
Penetration under Stationary Arc, Welding journal, 34-2 (1965),
146-153. (in Japanese)
T. Zacharia, S.A. David, J.M. VitekI and H.G. Kraus: Computational
Modeling of Stationary Gas-Tungsten-Arc Weld Pools and
Comparison to Stainless Steel 304 Experimental Results,
Metallurgical Transactions B, 22B (1991), 243-257.

