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1807 年に英国のデービー（H. Davy）が 2,000 個の
ボルタ電池を用い、水銀を浸した木炭片を電極にし
て、電極間に放電火花を発生させる実験を公開で行っ
た。電池容量の関係で放電の持続時間は極めて短いも
のであったが、弓形に曲がった放電光が発生し、この
放電光を“Electric Arc （弧状の放電光）”と名付け
た。これがアークの発見とされている。しかし、この
頃の電源は容量の少ない電池のみであったため、持続
時間の短いアークが利用されることはほとんどなかっ
た。

1832 年に発電機が発明され、大容量の電源が得ら
れるようになると、アークはアーク灯として照明に利
用されるようになり、1850 年頃には灯台や街路灯に
使用されるようになった。わが国でも 1882（明治 15）
年に、初めてのアーク灯が銀座に設置されている。

その一方で、光としてではなく、アークの高温を利
用した金属の溶解という発想が出現し、溶接への適用
が検討され始めた。実験段階での溶接に成功したとい
う話はいくつかあるようであるが、正式な記録として
残されている最初の利用は、イギリスのベルデ

（Welde）が 1865 年に取得した特許である。固定した
電極間のアークに、金属棒を挿入して溶融金属を形成
する方法が特許として認められた。

しかし、一般に、アーク溶接実用化の始まりは、ロ
シアのベナードス（N. V. Benerdos）とオルゼウス
キー（S. Olszewski）による“炭素アーク溶接”の発
明とされている。ホルダで挟んだ炭素棒を電極として
母材との間にアークを発生させ、横から溶加材を添加
しながらアークを移動する方法で、1885（明治 18）
年にその特許が成立している。その後、1890（明
治 23）年にロシアのスラビアノフ（N. Slavyanov）
が裸棒（棒状の単体金属棒）を電極として、消耗電極
溶接法の元祖となる“金属アーク溶接法”を発明した。
1907（明治 40）年にはスウェーデンのチェルベルヒ

（O. Kjellberg）が裸棒に被覆剤を塗布した被覆アーク
溶接棒を発明した。これによって、アーク溶接が本当
の意味で実用化されることとなった。現在のアーク溶
接の主流であるガスシールドアーク溶接は、1926（大
正 15）年のウェバー（L. J. Weber）によるヘリウム
シールド裸金属棒溶接法が起源である。

以来、アーク溶接技術は工業的に急速に浸透し、
種々な産業分野で広く利用され、現在実用に供されて
いるアーク溶接法の原型が 19 世紀から 20 世紀にかけ

3 アーク溶接プロセスの発展経過
て続々と開発された（前述図 1.1 参照）。ここでは各
アーク溶接法について、その溶接プロセスの発展経過
を述べる。

ベナードスとオルゼウスキーが発明した“炭素アー
ク溶接”は、図 3.1 に示すようである。今日の被覆
アーク溶接で使用されているものと同様の絶縁された
ホルダに炭素棒を挟み、それを電極として母材との間
に電池を電源としたアークを発生させる。そして横か
ら溶加材を挿入しながら、ホルダを移動させて溶接を
行う。この溶接方法は 1885 年にベルギー、英国、ド
イツおよびスウェーデンで、1886 年にはロシアで、
1887 年には米国で特許を取得している。

ベナードスはキエフ大学で教育を受け、生涯で 200
件近くの特許・実用新案を出願し、アーク溶接の実用
化で表彰されている。しかし当時は鉛を溶接すること
が多かったためか、鉛中毒で死亡している。なお共同
発明者のオルゼウスキーについては、明らかな経歴が
残されていない。

こ の 炭 素 ア ー ク 溶 接 で は、 ツ ェ ル ナ ー（C. 
Zerener）の発明した図 3.2 に示すような装置を用い
た溶接（インダイレクトアーク溶接）も行われていた
ようである。この溶接装置では、2 本の炭素棒電極間
に発生させたアークを、電磁石の作用で母材方向に偏
向させる。そしてスタンドにつり下げた装置全体を、
足踏み調整で母材に接近させるなどの方法で溶接を行
う。炭素アーク溶接には、電極から炭素が侵入して溶
接継ぎ手部の硬化やぜい化を生じるといった問題が
あった。そのため、アークを母材へ直接発生させず
に、偏向させたアークの一部で母材を溶融して、炭素

3.1 開発初期のアーク溶接

図 3.1　炭素アーク溶接 1）
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による硬化を防ぐように工夫したようである。1）

わが国に炭素アーク溶接が導入されたのは 1904（明
治 37）年で、三菱合資会社三菱造船所（長崎）が英
国のパーソン・マリン・スチーム社からタービンエン
ジンの製造権を買い取り、鋳造設備一式を輸入した際
に、鋳造品の巣埋め用具として入っていた。また、鋳
造で水道鉄管を量産していた東京小石川の陸軍造兵廠
東京工廠が、多発する鋳巣対策として炭素アーク溶接
機を輸入し、鋳鋼品の補修に使用し始めている。しか
し、この日時は明確でなく、1906（明治 39）年頃と
なっている。当時はガス溶接がすでに導入されていた
ため、炭素アーク溶接の適用は、ガス溶接の適用が困
難であった厚物の補修作業が主な対象であったのでは
ないかと思われる。炭素アーク溶接状況の一例を図
3.3 に示す。2）

上述した炭素電極による溶接継手部の硬化・ぜい化
の抑制を目的として開発された手法が、溶極式（消耗
電極式）溶接法の元祖とされている、スラビアノフが

図 3.2　インダイレクトアーク溶接装置 1）
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図 3.3　炭素アーク溶接例 3）

発明した “金属アーク溶接”である。金属アーク溶接
は、図 3.4 に示すように、炭素棒の替わりに溶着金属
となる裸棒（棒状の単体金属棒）をホルダで保持し、
これを電極として母材との間にアークを発生させる溶
接法である。金属アーク溶接法は、1890（明治 23）
年にフランス、英国およびドイツで、1891 年にロシ
アで、1897 年には米国で特許が成立している。なお
スラビアノフとは別に、1889 年に米国のコフィン（C. 
A. Coffin：後のゼネラル・エレクトリック社社長）が
独自の米国特許を取得していたとの話もある。1）

金 属 ア ー ク 溶 接 で は、 図 3.5 の よ う に、 長 さ
500mm 程度の直線棒を電極として用いる手溶接が一
般的であった。溶接ビードは直接大気にさらされるた
め、外観は美麗といえず、スパッタの付着も多かった。

1925（大正 14）年頃になると、図 3.6 に示すような
金属アーク溶接の半自動溶接装置が開発されている。
コイル状に丸めた裸棒ワイヤを、電気的または機械的
に定速送給してアークを連続的に発生させながら、台
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図 3.4　金属アーク溶接 2）4）

裸裸棒棒   

ルル   

溶溶接接状状

溶溶接接 ーー   

図 3.5　金属アーク溶接例 3）
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車に取り付けた車輪を利用し、アークの発生点を手動
で移動させて溶接を行ったようである。

わが国における金属アーク溶接の適用に関する記
述・記録はほとんど見当たらず、大正初期は炭素アー
ク溶接が主流であったことから判断すると、金属アー
ク溶接の適用は昭和初期頃からではないかと推測され
る。この頃になると後述する被覆アーク溶接棒も出現
するが、その価格は裸棒の数倍であったため、1935

（昭和 10）年頃までは金属アーク溶接が使用されてい
たようである。1925（大正 14）年の溶接専門誌には、
図 3.7 に示すような広告が掲載されている。

半自動金属アーク溶接についての資料はほとんど残
されていないが、1932（昭和 7）年に撮影された横須
賀海軍工廠での航空母艦「龍驤」甲板上での溶接作業
には、輸入機と思われる半自動溶接装置が写ってい
る。この例から判断すると、ごく一部では半自動の金
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図 3.6　金属アークの半自動溶接機 2）

図 3.7　 金属アーク溶接用裸棒の広告（1925（大正
14）年） 3）

属アーク溶接も行われていたと推察される。2）

3.2.1　被覆アーク溶接棒の開発
金属アーク溶接は、炭素アーク溶接に替わる溶接法

としてしばらくの間一般化したが、この溶接法の問題
点は溶接継手の信頼性に欠けることであった。大気に
よる溶融金属の酸化・窒化に起因した溶接継手のぜい
化がその大きい要因である。

このような問題点を解決したのがチェルベルヒであ
り、1907 年に「溶接熱で加熱された対象物から溶接
継手の化学的・機械的性能を著しく劣化させる酸素を
除去する」とした特許が登録された。また 1910 年に
は、裸棒の表面に硅砂や炭酸カルシウムなどの被覆剤
を塗布した被覆アーク溶接棒を開発した。すなわち被
覆剤の溶融によって生じるガスで溶融金属を被包し、
大気中からの酸素や窒素の溶接金属への混入を防い
だ。これが被覆アーク溶接の始まりであるが、被覆剤
はフラックスの塗布によって形成されていたため、溶
接棒の被覆は薄く、アークは不安定で清浄な溶接金属
を得ることはかなり困難であった。そのため金属アー
ク溶接と溶接結果にそれほど大きい差異はなく、溶接
棒の価格も高価であったため、開発当初の被覆アーク
溶接はほとんど普及しなかった。

その後、被覆剤として塗布するフラックスとアーク
安定剤に関する種々な研究・開発が行われ、1912（大
正 1）年に英国のストロメンジャー（Strohmenger）
社が、チェルベルヒとは原理の異なる被覆アーク溶接
棒を開発・実用化し、米国で特許を取得した。この溶
接棒は裸棒の表面にアスベストを巻き付けたもので、
アーク熱によって溶融・蒸発した被覆剤（アスベス
ト）は溶融スラグを生成して、溶融金属を大気から保
護する。

前述したチェルベルヒの溶接棒はフラックスを塗布
して被覆を形成するため“Coated electrode”と呼ば
れ、上記ストロメンジャーの溶接棒はアスベストを巻
き付けて被覆を形成するため“Covered electrode”
と呼ばれる。なおストロメンジャーの溶接棒を使用し
て発生させたアークは、裸棒を用いて発生させたアー
クとは多少感じが異なっていたため、疑似アークとい
う意味で“クアシィアーク（Quasi-Arc）”と呼ばれた。

第 1 次世界大戦（1914（大正 3）年～1918（大正 7）
年）が勃発すると、溶接は船舶・鉄道などのあらゆる
産業分野で補修用として多用されるようになった。米
国では、ドイツ潜水艦による船舶への攻撃の影響を受

3.2 被覆アーク溶接
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けて、英国からのクアシィアーク溶接棒の輸入が途絶
えた。そのため独自の溶接棒開発が必須となり、1918

（大正 7）年に米国のスミス（Smith）社が、裸棒に紙
テープを巻き付けた後に薬品を塗布したセルロース系
溶接棒の原型となる被覆アーク溶接棒を開発した。こ
の溶接棒は非常に優れた性能を持ち、溶接継手で
20％もの伸びが得られたため、種々な分野での適用・
実用化が進んだ。

わが国に被覆アーク溶接が導入されたのは、造船関
連 2 社の欧州からの技術導入によってである。両社と
もに視察旅行の主目的ではなかったが、事前に溶接技
術についての相当な調査をしていたものと思われる。
その 1 社は現在の三菱重工業長崎造船所で、スウェー
デンのチェルベルヒ社（後のエサブ：ESAB 社）から
1914 年（大正 3 年）に特許権を購入し、被覆アーク
溶接棒の製造法や使用方法を習得するために 3 名の技
師をスウェーデンに派遣した。そしてその翌年には、
輸入した直流多人数型溶接機を使って、鋳鋼品の補修

（巣埋め）作業を始めている。被覆アーク溶接棒の製
法は造船所内でも極秘事項とされ、担当技師が毎日の
消費分だけ調合した被覆剤を、女子工員が裸棒に塗布
していたようである。被覆剤の主成分は石灰、ホウ
酸、二酸化マンガンおよび重炭酸ソーダであったが、
この配合が公開されたのは戦後のことである。図 3.8
に溶接作業の一例を示す。カンカン帽をかぶり、ハン
ドシールドは木製である。

もう 1 社は日本製鎖であり、1918（大正 7）年に英
国のクアシィ社からアーク溶接装置の製造販売権を購
入した。この時の被覆アーク棒は薬品をしみ込ませた

図 3.8　アーク溶接状況（1920（大正 9）年） 3）

アスベストを裸棒に巻き付ける方式のもので、当時英
国と米国で多用されていたものである。導入後、日本
製鎖は被覆棒の販売と並行して、出張工事をする溶接
請負業としても活動していたが、程なく経営上の問題
で溶接事業からは撤退している。

米国やドイツなどからの輸入被覆アーク棒は高価で
あったが、大正期後半にはその需要も増大した。特に
1928 （昭和 3）年から輸入されたベルギー・アーコス
社のスタビレンド棒は、国産品の 20 倍といわれるほ
ど高価であったにも拘わらず、当時の陸・海軍工廠で
は作業性と継手性能を高く評価し、採用していた。

これに対し国産の被覆アーク棒専業メーカも、軟鋼
用で角丸工業、鋳物用で新宮鉄工所などが 1925（大
正 14）年頃から製造を始め、1945（昭和 20）年頃に
は製造メーカの数は推定で 80 社程度にまで達してい
たようである。しかしそのほとんどは零細企業で、裸
棒を独自に調合した被覆剤の液に浸した後、それを持
ち上げて天日乾燥させることによって溶接棒を製造し
ていた。また一部では紙巻棒も製造されていたようで
あり、提灯用として知られている厚手の水戸・西の内
紙を使用すると、ガスの発生が多く使いやすいといっ
た話が残っている。図 3.9 は当時の被覆材塗布状況を
示したもので、（a）は溶剤への 1 本ごとの浸漬、（b）
は溶剤への多本同時浸漬、（c）は溶剤を浸み込ませた
紙の巻付けである。

その他、造船所などの大工場の一部では、自前の被
覆棒製造場を持っていたところもあった。しかし第 2
次大戦後（1945（昭和 20）年以降）になると、機械
塗装の普及や溶接棒の種別と系統の整備が進み、1952

（昭和 27）年頃には大工場の自前での製造は姿を消し、
全て専業メーカからの購入に切り替わった。そして、
溶接棒メーカとしての規模が安定してくると、大手製
鋼所の系列下での製造販売が増え、今日に至ってい

(a) (b) (c) 

図 3.9　被覆材の塗布方法（1937（昭和 12）年） 3）
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る。これらの詳細については、後述する第 5 章 5.1 節
で述べる。

3.2.2　グラビティ溶接（重力式溶接）
被覆アーク溶接の普及に伴い、各造船所では溶接の

高速度化・高能率化についての検討が実施され、心線
の直径が 8～12mm の大径溶接棒の適用と、これに使
用する半自動溶接装置に重点を置いた開発が行われ
た。この溶接法の特長は、溶接速度が速く熟練を必要
としないことであり、 各造船所で広く採用された。し
かし、このような大径捧は溶接用として特別に製作さ
れたものがなかったため、間に合わせとしてリベッ
ト・バーの細いものが流用された。リベット・バーが
不足すると、 鋼板を圧延機で延ばして大径棒を作り、
それを溶接棒として使用した工場もあったようであ
る。また大径棒の不足を補うために、通常の溶接に用
いられていた直径 3mm、4mm、5mm などの細径棒
を 2 本合体させて 1 本とし、双子棒・親子棒などと称
して大径棒の代わりに用いる方法も考案されている。
細径棒を 2 本合体させて 1.5 倍の溶接電流で溶接した
場合のビード外観の一例を図 3.10 の上段に、下段に
通常の溶接ビード外観を示す。

大径溶接棒を用いた溶接の普及に伴って、大径溶接
棒を手で保持する代わりに、機械的に溶接棒を支えて
自動溶接する溶接法が種々考案され、呉船式（呉海軍
工廠）、横船式（三菱横浜造船所）など今日のグラビ
ティ溶接の原型が作られた。図 3.11 は呉船式溶接装
置の原理を示したもので、垂直柱にピンで留められた
ホルダに被覆棒を挟み、アークを発生させると溶接棒
は先端部から溶融して溶接棒は次第に短くなる。アー
クによって溶融された溶接棒の長さに応じてホルダが
自重で自動的に落下するため、制御装置もモータも使

図 3.10　ビード外観の比較 3）

わないで連続した溶接が自動的に行える。

横船式溶接装置は、図 3.12 に示すように、ホルダ
を一点で固定して、ばねの力で溶接棒の先端を母材に
押し付け、溶接棒の溶融によって溶接棒が短くなる
と、ホルダの角度が変化して溶接を継続する。図 3.13
は横船式装置による大径棒溶接の一例を示したもので
あり、直径 13mm ×長さ 1m の大径溶接棒を使用し
た溶接の状況である。

図 3.11　呉船式溶接装置 3）

図 3.12　横船式溶接装置 3）

図 3.13　横船式溶接装置による大径棒溶接 5）
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この間、わが国経済は 1950（昭和 25）年に勃発し
た朝鮮事変による特需や 1960 年代初頭の国民所得倍
増計画などにより高度成長の道を突き進んでゆく。そ
の中で大量生産大量消費の機運が高まり、橋梁・高層
ビル・発電設備などの大型構造物が次々と製作され、
重厚長大型産業がわが国の経済をけん引した。例えば
造船分野では、 スケールによる経済効果を追求して船
体構造はますます巨大化した。1948（昭和 23）年に
戦後初めての全溶接小型タンカー「新和丸：1,200 総
トン」を建造した後、1962（昭和 37）年には当時世
界最大の 13 万トンタンカー「日章丸」を、1966（昭
和 41）年には 20 万トンタンカー「出光丸」を、1971

（昭和 46）年には 37 万トンタンカー「日石丸」を、
そして 1975（昭和 50）年には 48 万トンタンカー「日
精丸」を建造した。

このような構造物の大型化に伴って溶接の高速化・
効率化が強く求められるようになり、手動操作の被覆
アーク溶接が主流であった昭和 41 年頃に、呉船式溶
接装置を改良した“グラビティ溶接装置”が開発・実
用化された。図 3.14 に示すように、溶接装置には傾
斜させた溶接ホルダのスライドバーと 2 本の支柱を組
み合わせた、安定性の良い三脚方式が採用された。こ
の溶接装置は、1957（昭和 32）年から、米国 NBC 社

（National Bulk Carriers Co.: 旧日本海軍呉工廠の造船
設備を運営していた世界的な海運会社）の管理下に
あった呉造船部で多用され、わが国の造船分野全体で
の適用が急速に拡大した。グラビティ溶接の普及拡大
に伴い、1959（昭和 34）年には水平すみ肉専用長尺
溶接棒も開発された。この溶接棒は、棒長を従来の約
2 倍の 900mm とすることによって溶接棒交換の頻度
を少なくし、溶接作業能率の向上を図ったものであ
る。5）

グラビティ溶接では、図 3.15 に示すように、傾斜
したスライドバーに取り付けられた溶接棒ホルダが、
溶接棒の溶融につれて自重で自動的に下降して溶接を
継続する。また、溶接棒ホルダの取付け角度は任意に
調整することができるため、スライドバーと溶接棒の

装置  溶接  

図 3.14　グラビティ溶接 3）

角度を大きくすると（θ 1）、1 本の溶接棒で溶接する
距離が長くなって単位長さあたりの溶着量は少なくな
る。反対に、その角度を小さくすると（θ 2）、1 本の
溶接棒で溶接する距離が短くなって単位長さあたりの
溶着量は多くなる。

グラビティ溶接に少し遅れて、横船式溶接装置を改
良した低角度溶接装置も開発されている。この溶接装
置は、図 3.16 に示すように、ばねを使って溶接棒を
溶接線に押し付けるようにしたものである。グラビ
ティ溶接装置に比べて場所を取らないこと、狭隘な場
所にも適用できること、装置の移動が便利なことなど
が特徴である。しかし溶接棒の角度は一定で変更でき
ないため、運棒比（溶接棒長に対する溶接長の比率）
はほぼ 1：1 で、その比率を変えることはできない。
グラビティ溶接装置と低角度溶接装置の特徴比較を表
3.1 に示す。

グラビティ溶接装置や低角度溶接装置によるすみ肉
溶接の高能率化は、 昭和 40 年代の大型船舶の短工
期・大量建造の切り札とされた。外板と骨材で構成さ
れる平板パネルの溶接にグラビティ溶接装置を一度に
数十台投入し、図 3.17 に示すように、パネルの水平
すみ肉溶接を一斉に消化する工法が広く用いられた。
1 人で何台のグラビティ溶接装置を操作できるか、1

図 3.15　グラビティ溶接の原理

図 3.16　低角度溶接機 3）
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人で何ヶ所同時にアークを出せるかが競われた。これ
らの自動溶接法はわが国造船界の生産性向上に大きく
貢献し、1974（昭和 49）年の第 1 次石油ショックま
で溶接技術の主流として急速に増え続けた 4）。しかし
近年では、マグ溶接の普及・拡大に伴って、これらの
適用は大きく減少している。

3.2.3　エンクローズ溶接
エンクローズ溶接は、図 3.18 に示すように、レー

ルに一定の間隔（約 17mm）を設けて I 型開先の状態
に突き合せた後、 低水素系被覆アーク溶接棒を用いて
下向姿勢で手動溶接する方法である。溶接施工はレー
ル足部の初層裏波溶接および多層溶接工程、レール柱
部から頭部への連続溶接工程およびレール頭頂部の多
層溶接工程の 3 つの工程で構成される。レール足部の
溶接は底部銅当金のみを使用した通常の溶接である
が、レール柱部から頭頂部にかけての溶接は、銅当金
で取り囲まれたレール端面の狭い空間での溶接となる
ことからエンクローズ溶接と呼ばれている 7）。

図 3.17　造船におけるグラビティ溶接 6）

図 3.18　鉄道レールのエンクローズ溶接 7）

この溶接では溶接施工時にレールを加圧・圧縮する
必要がないため、レールを軌道上に敷設した状態での
溶接が可能であるが、作業者には高い技能が要求され
る。しかし、溶接によって生じる長さの変化は極めて
少なく、機材が簡便で機動性に優れている。

被覆アーク溶接によるエンクローズ溶接は、1950
年代後半にオランダで鉄道用レールおよび太径丸棒を
対象として開発され、わが国では 1963（昭和 38）年
から東海道新幹線レールの現場溶接に使用された。東
海道新幹線の建設は 1959（昭和 34）年 4 月 20 日に着
工し、東京オリンピック開会直前の 1964（昭和 39）
年 10 月 1 日に開業した。これに使用された長尺レー
ルの接合では、継目 8 万ヶ所のうち、5 万ヶ所がガス
圧接で、1.5 万ヶ所がテルミット溶接で施工され、エ
ンクローズ溶接は途中から新たに加えられた。鉄道
レールのエンクローズ溶接の一例を図 3.19 に示す 8）。
またエンクローズ溶接は、図 3.20 に示すように、異
形鉄筋の溶接にも適用されている 9）。

しかし近年では、被覆アーク溶接に代わり、連続送
給可能な溶接ワイヤを使用して炭酸ガス雰囲気中で溶
接を行うマグ溶接によるエンクローズ溶接が多用され
るようになっている。マグ溶接を用いると、普通レー
ルの場合、1 継手の溶接にかかる時間は約 30 分に短
縮され、被覆アーク溶接の場合の約半分となる。

図 3.19　エンクローズ溶接による鉄道レールの溶接 7）

図 3.20　異形鉄筋のエンクローズ溶接 9）

表 3.1　溶接装置の比較
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3.3.1　黎明期の自動アーク溶接
アーク溶接作業を自動化しようとする試みは古くか

らなされていた。1930 年代の初めには、裸の電極ワ
イヤを電動の送給装置で送給する方式の自動アーク溶
接機が製作されている。しかし、前述したように、こ
れにはアーク近傍の溶融金属を大気の影響から防護す
るための配慮がなされていなかったため、満足できる
溶接金属の性能は得られなかった。そのため、被覆剤
を塗布した長尺の溶接ワイヤ（電極ワイヤ）を、自動
溶接機に用いようとする研究が活発になされた。被覆
剤は電気の絶縁物であるため、これを避けていかに溶
接ワイヤに給電するかが最大の問題点で、その解決の
ために、次のような方式が考案された。
（1） ヒューズアーク溶接法：英国フューザーク社が

開発した溶接法で、溶接ワイヤの外周に細線を
スパイラル状に巻き付け、 細線の隙間に被覆剤
を塗り込めて、ワイヤ外周の細線から給電して
アークを発生させる溶接法。（図 3.21）

（2） カバーチェイン溶接法：裸ワイヤ（ソリッドワ
イヤ）を用い、通電（給電）点通過後、鎖状に
連結した半円筒状の被覆剤細片を両側から溶接
ワイヤを覆うように押し付けてアークを発生さ
せる溶接法。（図 3.22）

（3） スリッティングヘッド溶接法：フラックスを塗
布したワイヤ（被覆ワイヤ）のフラックスを、
被覆カッターで部分的に除去し、この部分から
通電してアークを発生させる溶接法。（図 3.23）

（4） トルネード溶接法：米国リンカーン社が開発し
た溶接法で、炭素棒で発生させたアークを磁力
で母材に集中させ、紙に薬品を浸み込ませた
オートゲナイザを供給し、オートゲナイザから

3.3 サブマージアーク溶接

図 3.21　ヒューズアーク溶接ワイヤ 9）

通電用鋼線 
裸ワイヤ フラックス

発生するガスで溶融金属を保護する溶接法。
（図 3.24）

これらの溶接法は、1931（昭和 6）年にはわが国に
も輸入されているが、良好な溶接部は熟練溶接工、上
記自動溶接、未熟練溶接工の順という評価であっ

図 3.22　カバーチェイン溶接 1）
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【拡大図】
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図 3.23　スリッティングヘッド溶接機 1）
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図 3.24　トルネード溶接法 1）
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た 1）。海外でも、構造が複雑で操作も煩雑なことから
広く普及するには至らず、 一部の用途に採用されるに
止まった。そして、後述するサブマージアーク溶接法
が出現すると、これらの溶接法はほとんど姿を消すこ
ととなった。

3.3.2　サブマージアーク溶接の開発と普及
米国のケネディ（H. E. Kennedy）は、1935（昭

和 10）年に、母材上に散布した砂状のフラックス中
に通電した裸の溶接ワイヤを送給して、フラックス中
でアークを発生させることによって、電流の給電と大
気からの保護という 2 つの問題点を同時に解決したサ
ブマージアーク（潜孤）溶接を開発した。ケネディは
ウェスタンパイプ＆スチール社との共同研究でサブ
マージアーク溶接法を発明したが、同社はこの溶接法
の価値を認めなかったため、改めてリンデ（Linde）
社と契約している。リンデ社の親会社はユニオンカー
バイト＆カーボン社であったため、リンデ社はサブ
マージアーク溶接機を“ユニオンメルト”の商標で市
販を開始した。また同社の販売権を持っていたドイツ
のリンデ・アイスマシーネン社は、この溶接法をエリ
ラ溶接と名付けて市販した。ユニオンメルトのフラッ
クスは溶融型であっため、米国のリンカーン社はボン
ド型のフラックスを開発して“リンカーンウェルド”
と名付けた。しかしリンカーン社は、ユニオンカーバ
イト＆カーボン社との特許裁判で敗訴している。

ケネディの特許では、サブマージアーク溶接は溶け
たスラグの抵抗発熱によって溶接を行う抵抗溶接であ
るとしていたが、その後この溶接法ではアークが発生
していることが明らかにされ、アーク溶接の代表的な
溶接法の 1 つとなっている。

翌 1936（昭和 11）年には、18,500 トンの大型タン
カー建造にサブマージアーク溶接法が全面的に採用さ
れ、全溶接船“J・W・バン・ダイク号”の完成が溶
接関係者を驚かせた。また太平洋戦争が始まると、米
国は大量の輸送船を必要としたが、サブマージアーク
溶接はこの要求に応える大活躍をした。この溶接法は
下向姿勢の突合せ溶接とすみ肉溶接にしか適用できな
いため、船の建造方法は大きく変化し、下向溶接だけ
で船の建造が可能なブロック建造法が採用されること
となった。戦争中には、5,000 トン級のリバティ型お
よびビクトリヤ型の戦時標準船や T-2 タンカーが、こ
の溶接方法を用いて約 5,000 隻も建造されている。

わが国では、戦後の 1950（昭和 25）年に、ヒュー
ズアーク溶接機 1 台とともに、ユニオンメルト溶接機
9 台の輸入が初めて許可されている。また、大阪変圧

器（現ダイヘン）はリンデ社と技術提携し、1952（昭
和 27）年にユニオンメルト溶接機を国産化した。同
社は、海軍艦政本部からの要請を受けて、1943（昭
和 18）年からサブマージアーク溶接の研究を続けて
いた。そして 1949（昭和 24）年に、図 3.25 に示すサ
ブマージアーク溶接機の試作品（SW-1）を完成させ
た。ところが、ユニオンカーバイト＆カーボン社がわ
が国に出願したサブマージアーク溶接法に関する広範
囲な基本特許（特許 119705 号）が 1943（昭和 18）年
に成立し、戦時中の一時中断の後 1949（昭和 24）年
に復活して、それ以降の 10 年間有効であることが判
明した。そこで同社は、ユニオンメルト溶接機、フ
ラックスおよびワイヤの日本総代理店契約をユニオン
カーバイト＆カーボン社と結び、その後の技術導入を
目指した。サブマージアーク溶接（ユニオンメルト）
の技術導入に関しては多数の競争者があったようであ
るが、独自に開発したサブマージアーク溶接機の技術
レベルと実績が評価され、1951（昭和 26）年にユニ
オンカーバイト＆カーボン社と同社の間で技術援助契
約が成立した。この契約に基づき、1952（昭和 27）
年に、図 3.26 に示す国産初のサブマージアーク溶接
機（SW-3 および SW-3A）が市販されるようになった。
なお、サブマージアーク溶接用ワイヤが国産化される
のは 1955（昭和 30）年から、国産フラックスが市販
されるのは 1960（昭和 35）年以降になってからであ
る。これらのワイヤとフラックスについての詳細は、
後述する第 5 章 5.2 節で述べる。

この新しい溶接法は、造船業界が生産性向上のため
に久しく待ち望んでいた画期的なものであった。しか
し当時のわが国では鋼材の原料にスクラップを多用し
ていたため、鋼板には硫黄分が多く含まれており、溶

図 3.25　サブマージアーク溶接機の試作品 10)
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接時に硫黄割れ（サルファクラック）を生じることが
多かった。また米国船級協会（ABS）はわが国の溶
接機の性能を容易に認めなかった。そのため、サブ
マージアーク溶接法の普及はほとんど進展しなかっ
た。

そのような状況の 1953（昭和 28）年頃、NBC 呉造
船部が米国製サブマージアーク溶接機 20 台の修理を
大阪変圧器に依頼し、修理後のサブマージアーク溶接
機を新造船の建造に全面的に使用した。この実績を見
て、採用に消極的だったわが国の造船所もこれに倣
い、サブマージアーク溶接法が普及するきっかけと
なった。そしてひとたび普及が始まると、造船業界だ
けにとどまらず、溶接の自動化・高能率化を目指し
て、1955（昭和 30）年頃には貯槽・圧力容器分野、
重電機分野、車両分野および自動車分野で、1960 年
代には建築鉄骨や橋梁などの分野でも幅広く採用され
るようになった 5）。

サブマージアーク溶接は欧米を始祖とするが、片面
裏波溶接法、高能率多電極溶接法あるいは帯状電極肉
盛溶接法（バンドアーク溶接法）などの研究や小型溶
接機器の開発・適用など、わが国独自の研究・開発が
積極的に行われ、これらの技術は世界的に注目を浴び
るものとなった。

3.3.3　サブマージアーク溶接の実際
サブマージアーク溶接では、図 3.27（a）に示すよ

うに、溶接線に沿ってあらかじめ散布された粒状のフ
ラックス中にソリッドの電極ワイヤを送り込み、電極

ワイヤの先端と母材との間にアークを発生させて溶接
を行う。フラックスは、通常、フラックス散布ホース
から溶接トーチの少し前方に自動供給され、アークお
よび溶融金属を覆って、アークを安定させるとともに
溶接金属を大気から保護する。また、アーク熱によっ
て溶融されたフラックスはスラグとなって溶融金属と
反応し、健全な溶接金属の生成に寄与するとともに、
美麗かつ均一な溶接ビードの形成に大きく貢献する。

この溶接法が開発された当初は、溶融スラグを介し
て電流が流れ、溶接金属は抵抗発熱によって形成され
ると信じられていた。しかし、その後に実施されたオ
シログラフによる電流・電圧波形の挙動解析によっ
て、溶接電流のスラグへの分流はほとんど生じておら
ず、電圧波形は矩形波であることから、サブマージ
アーク溶接は完全なアーク溶接であることが確認され
ている。

アークは散布されたフラックスの内部で発生するた
め、溶接状況を直接観察することはできない。そのた
め、溶接現象の観察には放射線（Ｘ線）による透過写
真撮影が利用される。図 3.27（b）はその代表例を示
したもので、アークの周辺には空洞が形成されている
ことが分かる。この空洞は常に激しく変動しており、
アーク電圧が高い（アーク長が長い）ほど、溶接速度
が遅いほど大きい空洞が形成され、その変動も大きい
ことが知られている。また、アーク電圧が低い（アー
ク長が短い）場合あるいは溶接速度が速い場合には、
ワイヤの直前まで未溶融のフラックスが残り、空洞は
ワイヤの後方に形成されることが観察されている。な
お空洞の大きさは極性によっても変化し、電極プラス

（EP：Electrode Positive）極性の場合より、電極マ
イナス（EN：Electrode Negative）極性の場合に空
洞は大きくなる。

放射線透過写真撮影を利用した溶接状況の観察で
は、アークの形状を観察することはできないが、ワイ

フラックス 

溶接トーチ 

倣い
ローラ 

フラックス
散布ホース 

溶接方向 

(b)放射線透過写真による溶接現象観察例 

フラックス 

溶滴 
空洞 

母材 
溶融金属 

ワイヤ 

溶接方向 

(a)溶接状況 

図 3.27　サブマージアーク溶接の状況 11）

図 3.26　 国産初のサブマージアーク溶接機（SW-3A）
とその使用状況 10)
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ヤの溶融状態は観察することができる。その観察結果
から判断すると、電極マイナス極性でのアークはワイ
ヤの上方まではいあがっているようである。溶滴のワ
イヤ端から溶融池への移行形態は、溶接速度が遅い場
合には前面のスラグ壁面に沿って移行する壁面移行

（前掲図 2.16 参照）が多く、溶接速度が速くなるとワ
イヤの後方に移行するものが多くなる。溶滴の移行回
数は、電極マイナス極性で 10 回 / 秒程度、電極プラ
ス極性では数十回 / 秒程度である。移行溶滴の大きさ
は、いずれの極性においても比較的小さく、溶滴の直
径はワイヤ径とほぼ同じ大きさとなっている。電磁ピ
ンチ力の作用、溶融スラグとの接触などがその理由で
あろうと思われる。なお、溶滴の大きさや移行回数
は、スラグの化学成分および物理的性質によって大き
い影響を受ける 11）。

溶接ワイヤには、図 3.28 に示すように、直径 3.2～
6.4mm 程度の太径ワイヤが用いられる。ワイヤ径に
よって異なるが、溶接電流として数百～千数百Ａ程度
の大電流を通電して溶接するため、高溶着・高能率な
溶接を行うことができ、溶込みの深い溶接ビードが得
られる。ただし、母材に加えられる溶接入熱も大きく
なるため、熱影響部の軟化あるいはぜい化に対する注
意が必要である。図 3.29 に断面マクロの一例を示す。

  溶接 

3300mmmm 

22 mmmm 

  溶接 

図 3.29　サブマージアーク溶接の断面マクロ
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図 3.28　ワイヤ溶融速度の比較

サブマージアーク溶接に用いられるフラックスは、
表 3.2 に示すような、溶融フラックスとボンドフラッ
クスに大別される。溶融フラックスは、混合した鉱物
原料を電気炉などで溶融してから粉砕し、ふるい分け
によって粒度を整えたガラス質のフラックスである。
溶解工程を含むため、炭酸塩などのガス成分やケイ素

（Si）・マンガン（Mn）などの脱酸剤および合金の添
加は不可能である。フラックスの主成分は酸化物や
フッ化物などであり、冷却や粉砕方法によって異なっ
た性状のフラックスが製造され、均一な組成で耐吸湿
性に優れる。

ボンドフラックスは、粉末原料に粘結剤（水ガラス）
を混合して練り合わせ、キルンなどを使用して造粒お
よび乾燥を行った後、ふるい分けによって粒度を整え
たフラックスで、その乾燥温度が 400～600℃のボン
ドフラックスと 700～1,000℃の焼結フラックスに分類
される。ボンドフラックスは乾燥温度が低温のため、
炭酸塩、合金成分および鉄粉などの添加が可能であ
り、溶接金属の低水素化・低酸素化や機械的性能・能
率の向上が図れる。焼結フラックスは乾燥温度が比較
的高温であるため、炭酸塩・合金成分・鉄粉などの添
加に制限を受け、ボンドフラックスと同様な特性が得
られない場合がある。しかし、粘結剤などの吸湿性は
低下するため、フラックスの耐吸湿性は溶融フラック
スに近くなる。

標準的なサブマージアーク溶接機の一例を示すと、
図 3.30 のようである。レール走行する自走台車上に、
溶接トーチ、ワイヤ送給装置・モータ、溶接ワイヤ、
ワイヤ送給速度や溶接条件などを制御する制御盤およ
びフラックスを収納・搬送するフラックスホッパーな
どを搭載している。コイル状に巻かれた溶接ワイヤは
ワイヤリールに装着され、ワイヤ送給装置に引き出さ
れて、アークを発生させる電極として溶接トーチに供
給される。フラックスはホッパーに充填され、散布
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表 3.2　サブマージアーク溶接用フラックスの特性比較
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ると、スチールウールは溶断して（④）、ワイヤと母
材の間に空隙ができアークが発生する（⑤）。スチー
ルウールの加圧には多少の熟練が必要であり、強く加
圧し過ぎるとワイヤが母材に溶着してアークを起動で
きない。また加圧が弱過ぎると、スチールウールのみ
溶断してアークは発生しない。

サブマージアーク溶接の溶接電源には垂下特性の可
動鉄心形交流電源を用いることが多く、可動鉄心を
モータ駆動して出力を調整する。しかし垂下特性電源
にはアーク長を一定に保つ作用（アーク長の自己制御
作用：後述 3.6 節参照）がないため、アーク長の制御
にはアーク電圧のフィードバック制御を用い、アーク
電圧が所定の値となるようにワイヤの送給速度を増減
してアーク長を一定に保つ。サブマージアーク溶接に
用いるワイヤは太径であり、ワイヤの溶融（送給）速
度は遅い。そのため、外乱などによってアーク長が変
動した場合、ワイヤ溶融速度を変化させて対処するよ
りも、ワイヤ送給速度を制御して対処する方が、アー
ク長をより速く所定の値に近づけることができる。す
なわち、図 3.32 に示すように、アーク電圧の検出値
とその設定値との差を操作量として、アーク電圧

（アーク長）が所定の値より高く（長く）なるとワイ
ヤ送給速度を速くし、所定の値より低くなるとワイヤ
送給速度を遅くして、アーク電圧が適切な値となるよ

ホース内を自由落下してアーク発生点の前方に散布さ
れ、アークおよび溶融金属を覆って大気から保護す
る。

サブマージアーク溶接では電極として太径ワイヤを
用いるため、その先端を溶断してアークを発生させる
には 1,000A をはるかに超える大電流を供給しなけれ
ばならず実用的ではない。そのため、図 3.31 に示す
ような、スチールウールを利用したアーク起動方法が
用いられる。母材上に丸めたスチールウールを置き

（①）、ワイヤで軽く加圧したのち（②）、その上にフ
ラックスを散布する（③）。その状態で通電を開始す

溶接ワイヤ

制御盤 

走行台車 

走行レール 

フラックスホッパー 

 ワイヤ送給装置 

溶接トーチ 

ワイヤリール 

図 3.30　サブマージアーク溶接機

図 3.31　サブマージアーク溶接のアーク起動

図 3.32　サブマージアーク溶接の定アーク長制御
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うにワイヤ送給速度を増減制御する。
なお可搬性や操作性の向上を目的として、図 3.33

に示すような、細径ワイヤ（直径 1.2～1.6mm 程度）
を用いるサブマージアーク溶接機も開発され、一部で
適用されている。その場合には、定電圧特性の溶接電
源を用い、ワイヤは一定速度で送給する。前掲図 3.28
に示したように、電流密度の高い細径ワイヤの溶融速
度は速く、ワイヤ送給速度の増減でアーク長を一定に
保つことが困難なためである。定電圧電源の定アーク
長制御については後述する第 3 章 3.5 節 3.5.2 項で述
べる。

サブマージアーク溶接の主な適用例を示すと図 3.34
のようである。（a）は H 形鋼を製作するための下向
きすみ肉溶接、（b）は造船部材の板継を行う下向突
合せ溶接、（c）は橋梁鋼床板の現地突合せ溶接、（d）
は重電部品である大型シャフトの円周突合せ溶接、そ
して（e）は造管工場における鋼管縦継手の突合せ溶

(a)溶接機外観 (b)造船部材への適用状況 

溶接機 

図 3.33　細径ワイヤサブマージアーク溶接 11）

接である。サブマージアーク溶接は 1960 年以降に広
範囲な産業分野で適用され始めたが、ピーク時に比べ
ると近年の使用比率は減少しており、アーク溶接全体
に占める割合は 10～15% 程度となっている。

3.3.4　片面裏波溶接
厚板の突合せ溶接では、通常、両面から下向姿勢で

溶接する施工方法が用いられ、片側の溶接が完了する
と継手部材を反転させて、裏面側の溶接を裏はつり後
に実施する。また部材の反転ができない場合には、上
向姿勢で裏面の溶接を行う。しかし、部材の反転や上
向姿勢での溶接は作業能率の低下を招く大きな要因で
あり、片側からの下向溶接のみとすることができれば
溶接能率の向上・作業時間の短縮・設備費の節減など
生産性向上に大きく貢献する。

薄板の溶接では、比較的古くから、銅またはステン
レス鋼製の裏当金を用いて初層裏波ビードを保持し
て、溶接継手を完成する片面溶接が行われていた。し
かし、厚板の高能率溶接法としての片面溶接が注目さ
れるようになったのは、1965（昭和 40）年頃から開
発が始まった、造船分野における片面サブマージアー
ク溶接の実用化からである。

1950 年代後半（昭和 30 年代）になると、タンカー
の大型化に伴ってブロック建造法が確立され、能率向
上と生産性増大を図るために、船体の主要部分はコン
ベア上で組立て溶接されるようになった。しかし鋼板
の表裏面からそれぞれ溶接しなければならない板継ぎ
溶接では、作業の途中で鋼板の表裏を反転させる作業
が必要となる。この反転作業には天井クレーンが必ず

図 3.34　サブマージアーク溶接の適用例 11）

(a)H 形鋼の下向すみ肉溶接  (b)突合せ継手の下向肉溶接  

(c)鋼床板の現場溶接  (d)大型シャフトの円周溶接  (e)鋼管縦継手の溶接  
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必要となるため、クレーン待ちなどによる作業の一時
中断など、コンベア上の一連の作業工程を乱す最も大
きい要因となることが多かった。

三菱重工業長崎造船所では、板継ぎ溶接における鋼
板の反転作業を排除するために、片面からの溶接のみ
で良好な裏波ビードを形成する手法の開発に取り組ん
だ。工場面積、地形的な問題および既存工場建屋の低
い天井などの制約事項があるにもかかわらず、建造船
の大型化に伴う平板ブロック比率の増大に伴って、溶
接組立て工場における平板ブロック製作のコンベア化
を実現するためには、片面裏波溶接の実現は必要にせ
まられた課題であったようである。

片面サブマージアーク溶接法に関係する研究の歴史
は意外に古く、Berkeley mill 法と呼ばれる銅バッキ
ング法などが、第 2 次世界大戦中の米国で一部の溶接
に適用されていた。 しかし、このバッキング法では
裏波ビード形成の均一性・安定性に問題があり、実用
化には至らず、その後の発展はなかったようである。

片面裏波溶接では、裏面から裏当材を当てて溶融金
属が落下しないように保持するが、裏当材と母材との
密着度が悪いと、裏当材による裏波ビードの保持が不
完全となって溶融金属は溶け落ちてしまう。すなわち
片面裏波溶接の最も大きい課題は、溶接継手の裏面に
生じる板厚差や、溶接中に生じる溶接変形に起因した
当金の密着度低下であり、溶接中の裏当材と母材との
密着度をいかにして確保するかである。また溶接欠陥
を作ることなく、適切な幅と高さを持つ美麗な裏波
ビードを均一かつ安定に形成することも重要である。

これらの問題を解決するために、三菱長崎造船所で
は溶接施工条件を熱解析および実験の両面から検討
し、板厚を種々変化させた実用化実験を重ねた。その
結果、適切な溶接条件を確立するとともに、図 3.35
に示すような自動溶接装置と裏当金を考案した。母材
を電磁石で固定し、冷却水管を内蔵した銅当金を裏面
から水圧を利用して母材へ強く押し付ける。銅当金
は、比較的自由な動作が可能となるように工夫されて
いる。この溶接装置による最初の実施工は 1963（昭
和 38）年 9 月であり、大型タンカー（90,000 トン）
の外板の突合せ溶接継手 （板厚 32mm、継手長さ 16
ｍ）に対し、母材の反転なしで溶接継手を完成させる
片面裏波溶接が行われた。片面裏波溶接法はそれまで
の不可能を可能にし、非常識を常識に変えてしまっ
た。そして造船所にとってはなくてはならないものと
なり、新鋭造船所も含め、わが国のほとんどの造船所
で片面裏波溶接が採用され、作業の合理化と生産の向
上に大きく寄与した 12）。

その後、各種のバッキング方法や裏当材に関する改
良がおこなわれ、図 3.36 に示すような、フラックス
を利用した裏当方法が考案された。（a）はフラック
ス・銅バッキング（FCB: Flux Copper Backing）法
と呼ばれる方法で、銅板上に裏当フラックスを散布
し、銅板の裏面からエアー圧力を加えることによっ
て、裏当フラックスを母材裏面に密着させる方法であ
る。銅板を使用しているため、比較的大電流の適用が
可能であり、極厚板も一層で溶接が可能である。しか
し母材の板厚が異なり、裏面に板厚差がある継手では

図 3.35　開発当初の片面自動溶接 12）
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密着性を確保することが難しく、銅板からの冷却で裏
波形成に不均一な影響が加えられると、裏波に横割れ
が発生することがある。（b）はフラックスバッキン
グ（RF: Resin Flux）法と呼ばれる方法で、フラック
スのみをエアー圧力によって母材裏面に密着させる施
工法である。極厚板への適用性に若干の難点はある
が、鋼板裏面の目違いやひずみに対する追随性に優れ
ている。両面溶接と片面裏波溶接の断面マクロ写真の
比較例を図 3.37 に示す。

また 1972（昭和 47）年には、図 3.38 に示すような、
簡易裏当（FAB）法と呼ばれる方法も開発されてい
る。ガラステープや固形フラックスなどから構成され
た固形裏当材を、マグネットなどを用いて母材裏面に
密着させる施工法である。固形裏当材は持ち運びが容
易で、曲げることも可能であり、裏当材を取り付ける
ための専用の装置は不要である。固形フラックスは、
100～150 ℃で溶融固化する熱硬化性樹脂と組成・粒
度・密度を適正化したフラックスとで構成され、溶接
前は粉末状であるが溶接時に加えられる熱で固形状に
なる。

(a)両面溶接 

(b)片面溶接 

FCB 法 RF 法 

【FCB 法の場合】 【RF 法の場合】 

図 3.37　断面マクロの比較 13）

3.3.5　多電極サブマージアーク溶接
溶接電流を増大すれば、溶着量が増加して能率は向

上する。しかし溶接電流をむやみに増大させると、
アークや溶融池は乱れ適切な溶接が行えない。また放
射熱も多くなり、作業性の面からの制約も増加する。
したがって、溶接電流を増大することによって能率を
向上させるには、1 本の電極で通電電流を増加させる
のではなく、複数の電極に電流を分割して通電すれば
作業性を低下させずに高能率な溶接が可能となる。

多電極溶接は、複数のトーチそれぞれの電極から同
時にアークを発生させて、ワイヤ溶融（溶着）速度を
向上させる溶接法である。サブマージアーク溶接やマ
グ溶接での適用が多く、2 本またはそれ以上のトーチ

（電極）を溶接線方向に直列（タンデム）、あるいは並
列（トランスバース）などの配置にして溶接する。タ
ンデム配置の標準的な 2 電極サブマージアーク溶接機
の一例を示すと図 3.39 のようであり、2 組のワイヤ送
給機構とトーチが 1 つの走行台車上に搭載された構成
となっている。また制御盤には、2 本のワイヤから発
生するアークをそれぞれ個別に制御するために、2 組
の調整ボリューム類や電流・電圧計が設けられてい
る。

複数の電極から同時にアークを発生させると、それ
ぞれのアーク間には電磁力による作用（磁気吹き）が
発生し、電極と母材とを流れる電流が複雑に作用して

図 3.38　簡易裏当 (FAB) 法

表面フラックス 

スラグ 

銅パッキング 

裏当フラックス 

エアホース 

溶接ワイヤ 

エアホース 

表面フラックス 

スラグ 

溶接ワイヤ 

裏当フラックス 

耐火フラックス 

(a) フラックス・銅バッキング法 (b) フラックスバッキング法 

図 3.36　片面サブマージアーク溶接の裏当方法 11）
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アークの偏向現象が生じる。この偏向現象はビード形
成に大きい影響を及ぼし、極端な場合にはアークが不
安定となって、アンダカットやオーバラップなどの
ビード形状不良、スラグの巻込みあるいはブローホー
ルなどの内部欠陥発生の原因となる。すなわち多電極
サブマージアーク溶接では、使用目的に応じた適正な
溶接条件（溶接電流、溶接電圧および溶接速度）の選
定とともに、交流電源への入力の結線方式を最適化す
ることも重要となる。

交流電源を使用したアーク溶接では、2 本のワイヤ
間で生じる電流位相のずれは、結線方法によって 0～
l80°の間で変化する。2 つのアークが同時に発生して
いる場合、それらの極性が同じであれば互いに引き合
い、逆の極性になった場合には互いに反発し合う。こ
のようなアークの挙動はビード形状や溶接結果に大き
く影響し、位相差が小さいほど溶込みは浅くなって、
ビード幅は広くなる傾向がある。したがって、各電極
に過大な電磁力が作用しないよう、また後行電極には
溶接進行方向に適切な電磁力が作用するように、電源

入力の適切な結線方式を選定しなければならない。
2 電極溶接の場合における電源の結線方法の一例を

示すと図 3.40 のようである。（a）はスコット結線と
呼ばれる結線方法で、電源への入力Ｕ・Ｖ・Ｗ相の位
相はそれぞれ 120°ずれてバランスしているが、2 本の
電極を流れる電流の位相は 90°ずれる。（b）はＶ結線
と呼ばれる結線方法で、Ｕ相とＶ相との位相差は 60°、
それらとＷ相との位相差は 150°であり、その位相差
が 2 本の電極を流れる電流の位相差となる。（c）は逆
Ｖ結線と呼ばれる結線方法で、入力の位相差はＶ結線
の場合と同様であるが、2 本の電極を流れる電流の位
相差は 120°となる。したがって、薄板の高速溶接に
は位相差が小さいスコット結線（a）およびＶ結線（b）
が適しており、厚板の大電流溶接には位相差が大き
く、アーク・溶融池ともに安定し深い溶込みが得られ
る逆Ｖ結線（c）が適している。

2 電極および 3 電極サブマージアーク溶接の適用例
を図 3.41 に示す。3 電極溶接の場合も、入力電源の結
線方法によってアークの挙動が変わるため、2 電極溶
接の場合と同様に、高速溶接と大電流低速溶接では異
なった位相の出力が得られる結線方法を用いる。また
厚板の溶接では、後行 2 電極は交流とするが、先行電
極には直流を用いて深い溶込みを得るようにしたもの
もある。近年では 4 電極以上の溶接法も開発されてお
り、4 電極サブマージアーク溶接では、図 3.42 に示す
ように、先行する 2 つの電極（①および②）で母材を
裏面まで溶融して裏波を形成し、後行 2 電極（③およ
び④）でビード形状および外観を整形する。

サブマージアーク溶接の高能率化については 1960
年代後半から様々な検討がなされ、種々な産業分野で
多電極サブマージアーク溶接法が適用されている。図
3.43 は UOE 大径鋼管の溶接装置を示したもので、鋼
管の縦継手を内面および外面から突合せ溶接して、内

図 3.40　2 電極溶接機の結線方法 14）

図 3.39　2 電極サブマージアーク溶接機
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外面をそれぞれ 1 パスで継手を形成する。製造時の生
産性は縦継手の溶接速度に大きく左右されるため、
1981（昭和 56）年頃から 5～6 電極の高速サブマージ
アーク溶接が採用されている。またスパイラル鋼管の
製造ラインでも、1982（昭和 57）年頃から 3 電極以
上の多電極サブマージアーク溶接が採用されている。

造船分野においても 1965（昭和 40）年以降に多電
極サブマージアーク溶接が取り入れられており、その
一例を示すと図 3.44 のようである。（a）は板継突合
せ溶接を行う FCB 法（前述 3.3.4 項参照）を用いた 4
電極の片面裏波溶接装置、（b）は片側 2 電極の対向
式タンデムでロンジ（縦通材）の水平すみ肉溶接を行
う 4 電極の自動溶接装置（ラインウェルダー）である。
また図 3.45 は建築鉄骨部材への適用例で、（a）はボッ
クス柱の両端 2ヶ所の角継手をそれぞれ 1 電極で同時
に溶接するツイン溶接装置、（b）は 2 電極サブマー
ジアーク溶接機 2 台を使用してボックス柱の両端 2ヶ
所の角継手を同時に溶接するツインタンデム溶接装置
である。

3.3.6　 帯状電極サブマージアーク溶接（バンドアー
ク溶接）

耐食肉盛溶接は、炭素鋼や低合金鋼の耐食性向上を
目的として腐食性物質と接する面に施工される。各種
プラントの反応容器（リアクター）に多用されている
が、火力発電所の煙突、石炭を細粉化する微粉炭機お
よびごみ焼却施設などにも適用されている。肉盛溶接
では、希釈率（母材溶融断面積 / 溶接金属の断面積）
の低減と溶着速度の増大が重要な事項である。

サブマージアーク溶接は溶込みが深い溶接法である
ため、肉盛溶接に適用するには希釈率を低減できる溶
接方法を工夫しなければならない。図 3.46 は、肉盛
溶接へ適用するために開発された帯状電極サブマージ
アーク（バンドアーク）溶接方法を示したものである。
電極には肉厚 0.4mm ×幅 25～75mm の帯状ワイヤを
用い、アークを電極の幅方向に分散して発生させるこ
とによって、希釈率の小さい高溶着溶接を実現する。
また溶接機には、帯状ワイヤの送給が可能な専用の溶
接機を用いる。図 3.47 に溶接状況および溶接部の断
面マクロの一例を示す。

帯状電極サブマージアーク溶接が実用化されたのは
1966（昭和 41）年であり、日本製鋼所が溶込みの浅
いことが要求される肉盛溶接に適用したことが始まり
である 5）。圧延ローラの肉盛溶接への適用例を図 3.48
に示す。

図 3.41　多電極サブマージアーク溶接

(a)２電極溶接 (b)３電極溶接 

図 3.42　4 電極サブマージアーク溶接

図 3.43　UOE 鋼管の多電極サブマージアーク溶接 15）

① 溶接 

② 溶接 

マク  

図 3.44　造船における多電極サブマージアーク溶接装置 6）

電極 面 溶接  電極 溶接  

図 3.45　ボックス柱の多電極サブマージアーク溶接 16）17）

b 溶接装置

面マク  

a 溶接装置

面マク  
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3.4.1　ティグ溶接の開発とわが国への導入
不活性ガス中での初めての溶接は、1927（昭和 2）

年に米国の実験物理学者コンプトン（A. H. Compton）
が、被覆アーク溶接における空気中の酸素の効果を調
べるために、アルゴンやヘリウム中で行った溶接であ
る。しかし本当に不活性ガス溶接といえる溶接は、
1930（昭和 5）年に、米国ゼネラルエレクトリック

（GE）社のホバート（H. M. Hobart）とデバース（P. K. 
Devers）が行っている。従来の溶接法では難しかっ
たアルミニウム合金などの溶接を目的に実用化が進め
られ、不活性ガス中でのアーク溶接の特許を取得し

3.4 ティグ溶接

た。ただしアルゴンやヘリウムは高価なため、実用化
は困難と判断して会社は機器の開発を中断した。この
溶接法が実用化されるのは、戦時色が強くなった
1940（昭和 15）年頃からである。

1940 年になって、ノースロップ航空機会社の溶接
技師メレディス（R. Meredith）は、マグネシウム合
金の溶接を手掛けた。マグネシウム合金は空気中の酸
素と反応して燃えやすく、その溶接は困難を窮めた。
そこで彼は、アルゴンは“怠け者”いう意味の不活性
ガスであり、このガスで溶接部をシールドすればうま
く溶接できるのではないかと考えた。最初は、溶接部
をアルゴンでシールドし、マグネシウムの棒と母材と
の間でアークを発生させて、溶接部へそのマグネシウ
ム棒を手で添加する方法を試みた。しかし、アーク長
を一定の長さに保つことは極めて困難であったため、
この方法で溶接することをすぐにあきらめた。そし
て、図 3.49 に示すような、被覆アーク溶接棒用ホル
ダにタングステン電極とシールドガス用ノズルを取り
付けた溶接トーチを考案し、この溶接トーチを用いて
溶接実験を行った。この方法では極めて良好な溶接結
果が得られ、翌年には“ヘリアーク溶接”という名称
で特許を取得している。これがティグ溶接の始まりで
あり、図 3.50 に示す、全マグネシウム合金製の航空
機 XP-56 の製作にこの溶接方法を適用した。なお、
この XP-56 は極めて変則的な航空機で、後部に二段
のプロペラを持った尾翼のない前翼のみの構造で、安
定性不良などの問題が多く試作 2 機のみで開発中止と
なっている 1）。

図 3.48　圧延ローラの肉盛溶接 18）

（a）溶接  
（b）溶接 の断面マクロ  

 

 

図 3.47　バンドアーク溶接とその断面マクロ

図 3.46　 帯状電極サブマージアーク（バンドアーク）
溶接

図 3.49　メレディスが考案したティグ溶接トーチ 1）

図 3.50　 初めてのティグ溶接航空機（マグネシウム製
XP-56） 1）
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わが国では、1948（昭和 23）年に初めてティグ溶
接法が公開実演されたが、アルゴンガスの入手が極め
て困難であったことなどの理由によって、普及するこ
とはなかった。1951（昭和 26）年になると、運輸省
運輸技術研究所が不活性アーク（へリアーク）溶接機
を輸入し研究を始めた。また、日本アルミが丸紅を通
じて米国に発注していた溶接用アルゴンのボンベ 48
本が神戸港に届いた。翌年からは連続輸入され、アル
ゴンの常備が可能となったが、そのアルゴンは高価で
あったため、ティグ溶接の実用化は当分の間期待でき
ないとされていた。

ティグ溶接が実用化されたのは 1952（昭和 27）年
以後で、この年に東亜精機が、図 3.51 に示すような、
国産初のアルゴンアーク溶接機（ティグ溶接機）を製
造した。また、朝鮮戦争が始まりアルミニウム製の航
空機用落下タンクの多量発注が始まったため、電元社
製作所と大阪変圧器もティグ溶接機の製造販売を開始
した。その後、ステンレス鋼、銅とその合金およびチ
タンとその合金などの溶接にも適用されるようにな
り、ティグ溶接は急速に普及した。

1953（昭和 28）年には三菱重工業・下関造船所が、
わが国初の全アルミ合金船である、海上保安庁の巡視
艇「あさかぜ」の建造にティグ溶接を使用した。1955

（昭和 30）年には、溶接ビードの美麗さに着目して、
自動車製造ラインでフェンダーの溶接などに使われ始
めた。またボデーの床や柱には、ティグ・アークス
ポット溶接が適用された。ティグ・アークスポット溶
接は片側のみの溶接で、溶接部の信頼性も高いことが
評価されたようである。

その後、上部構造とハッチカバーに 180 トンのアル
ミを使ったボーキサイト船・サンウォーカーの浦賀船
渠での建造（1957 年）、旧国鉄・大宮および小倉工場

図 3.51　アルゴンアーク溶接機 5）

でのアルミニウム溶接の適用開始（1958 年）、原子力
研究所のドイツ・グリスハイム社からのティグ溶接機
購入（1960 年）など、ティグ溶接の適用分野は拡大
していった 5）。また、わが国初の深海調査船・しんか
い 2000 の三菱・神戸造船所での建造（1981 年）、三
菱・名古屋製作所での宇宙開発事業団・H-2 ロケット
の 1～2 段タンクの製作（1994 年）にもティグ溶接が
適用された。

3.4.2　ティグ溶接の基礎事項
（1）ティグアークの特性

タングステン電極と母材との間にアークを発生させ
るティグ溶接では、電極の極性によってアークの挙動
や母材の溶融現象などが異なる。電極が陰極となる棒
マイナス（EN: Electrode Negative）極性では、図 3.52
に示すように、電極直下の母材に集中した指向性の強
いアークが発生する。その結果、幅が狭く溶込みの深
い溶融部が得られ、電極の消耗も少ないため溶接に適
した特性が得られる。

一方、電極が陽極となる棒プラス（EP: Electrode 
Positive）極性では、陰極点（電子放出の起点）が母
材表面上を激しく動き回る。棒プラス極性では陰極点
が母材表面に形成され、この陰極点は酸化物が存在す
る箇所に発生しやすい傾向がある。酸化物があると比
較的少ないエネルギーで電子を放出できるためであ
る。陰極点では局所的に著しいエネルギー集中が生じ
るため、図 3.53 に示すように、電子放出時に生じる
一種の爆発的な現象によって陰極点近傍の酸化皮膜は
破壊される。酸化皮膜が破壊・消滅すると、陰極点は
新しい酸化物を求めて移動し、他の酸化物が存在する
箇所に新たな陰極点を形成するが、その酸化物も電子
放出時の爆発的な現象によって再び破壊されて消滅す
る。その結果、母材表面の酸化皮膜は次々に破壊・除
去され、アーク直下（溶融池）周辺には酸化皮膜のな
い清浄な母材表面が現れる。この現象をクリーニング

（清浄）作用という。陰極点のこのような移動はアー
クの集中性を著しく劣化させ、溶融部は幅が広く溶込

図 3.52　ティグアークにおける極性の影響

極 性 溶込み深さ ビード幅 電極消耗 
クリーニング

作用 
用途 アークの 

集中性 

棒マイナス

棒プラス 

良好 

不良 

深い 

浅い 

狭い 

広い 

少ない 

多い 

なし 

あり 

一般的な使用方法 

ほとんど使用せず 

電 極 径：φ3.2mm 
溶接電流：  20A 
シールドガス： Ar 

電極 

アーク 

陽極点 

棒マイナス（EN） 

電極 

アーク 

陰極点 

棒プラス（EP）
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みの浅いものとなる。さらに、電極は過熱されて電極
消耗も極めて多くなる。

（2）タングステン電極
ティグ溶接の電極として用いられるタングステン電

極の JIS 規格は 1963（昭和 38）年に制定されたが、
当時の電極の種類は純タングステンと 1 および 2％酸
化トリウム（ThO2）入りタングステンの 3 種類であっ
た。しかし、1985（昭和 65）年頃に、酸化ランタン

（La2O3）・酸化セリウム（Ce2O3）・酸化イットリウム
（Y2O3）を 1～2％程度含むタングステン電極の研究が
行われた。そして、これらの新しい酸化物入りタング
ステンは、従来の酸化トリウム（ThO2）入りタング
ステンより良好な電極消耗特性およびアーク起動特性
を示すことが明らかにされた。

この結果を受けて JIS 規格が改正され、1990（平
成 2）年に「JIS Z 3233：ティグ溶接用タングステン
電極棒」が制定された。従来の 3 種類に、1 および 2％
酸化ランタン入りタングステンと 1 および 2％酸化セ
リウム入りタングステンの 4 種類が新たに加えられ、
タングステン電極の種類は合計 7 種類となった。な
お、酸化イットリウム（Y2O3）入りタングステンは、
市場での使用量が少なかったため JIS 化は見送られ
た。

2001（平成 13）年になると、この JIS は ISO6848：
1984 に基づいて再び改正され、「JIS Z 3233：イナー
トガスアーク溶接並びにプラズマ切断及び溶接用タン
グステン電極」として制定された。この新しい JIS 規
格は、1990（平成 2）年に制定された旧 JIS 分類（Ａ
系列）と ISO 分類（Ｂ系列）を併記した二重規定と
なっている。しかし、一般に、わが国では表 3.3 に示
すＡ系列が用いられ、Ｂ系列が用いられることは極め
て少ない。

タングステン電極に添加される酸化物には、電子放
出に必要なエネルギー（仕事関数）を低減する作用が

図 3.53　クリーニング（清浄）作用 ある。そのため酸化物入りタングステン電極を用いる
と電極の負荷は軽減され、純タングステンの場合より
良好な電極消耗特性が得られる。その一例を示すと表
3.4 のようであり、同一条件での溶接にも拘らず、2％
酸化ランタンタングステンや 2％酸化セリウムタング
ステンでの電極の消耗や変形は極めて少ない。また酸
化物入りタングステンは、純タングステンに比べて
アークの起動性にも優れる。

（3）電極の先端形状
タングステン電極の先端形状はアークの集中性・溶

込み形状・ビード外観などに大きく影響するが、その
適切な形状は溶接電流や極性によって異なる。直流棒
マイナス極性の場合の標準的な電極先端角は一般に
45～60°であるが、この角度は電流値によって多少変
化する。タングステンには電極温度が高くなるほど電
子放出が容易となって安定なアーク状態が得られやす
くなる性質があるため、溶接電流 100 Ａ以下の電流域
では電流が小さくなるほど先端角を小さくして、電極
の先端温度を速く上昇させることが必要となる。250
～500 Ａの電流域では、先端部を尖らせたとしても
アーク発生とほぼ同時に先端部が溶損するため、先端

表 3.4　電極消耗状況の比較

純タングステン 

記号

YWP

成分

W 

1％トリアタングステン 

2％トリアタングステン 

YWTh-1 

YWTh-2 

W+1%ThO2 

W+2%ThO2 

1％酸化ランタンタングステン 

2％酸化ランタンタングステン

YWLa-1 

YWLa-2 

W+1%La2O3 

W+2%La2O3 

1％酸化セリウムタングステン 

2％酸化セリウムタングステン 

YWCe-1 

YWCe-2 

W+1%Ce2O3 

W+2%Ce2O3 

識別色

緑

黄

赤

黒

黄緑

桃色

灰色

種類

表 3.3　 ティグ溶接用タングステン電極 
（JIS Z3233 2001）
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部を少し扁平に加工した円錐台形状のものを使用す
る。

この形状は 200 Ａ以下の交流溶接にも適用される
が、交流溶接ではアークの集中性が比較的乏しく電極
消耗も多いため、直流溶接の場合ほど先端形状に注意
する必要はない。棒プラス極性の 500 Ａ以上の直流溶
接および 200 Ａを超える交流溶接では電極消耗が極め
て多いため、電極先端部を半球形に加工して用いるこ
とが多い。各電流域における標準的なタングステン電
極の先端加工形状を図 3.54 に示す。電極先端形状の
加工には卓上グラインダが多用されているが、均一な
先端形状を得るには専用の電極研磨機を用いる。電極
研磨機では、電極の先端部を専用の砥石側面に押し付
けて、回転する砥石でその先端部を所定の均一な形状
に研磨する。タングステン電極研磨機の一例を図 3.55
に示す。

3.4.3　ティグ溶接機
（1）ティグ溶接機の構成

ティグ溶接機の一般的な構成は図 3.56 のようであ
り、溶接電源、溶接トーチ、遠隔制御箱（リモコンボッ
クス）、ケーブルホース類（母材側ケーブル・ガスホー
ス類）および付属品（ガス調整器・冷却水循環装置）

図 3.54　タングステン電極の先端加工形状

砥砥石石   

タタンンググスステテンン   

回回転転   

タタンンググスステテンン電電極極

電電極極ガガイイドド

回回転転方方向向

図 3.55　タングステン電極研磨機の一例

などで構成される。高周波発生装置、シーケンス制御
回路およびシールドガス制御回路などの制御装置は、
通常、溶接電源に内蔵されたものが大半である。小電
流溶接には作業性を考慮して空冷トーチが多用される
が、トーチ部での発熱量が大きく十分な冷却が必要と
なる大電流溶接には水冷トーチが用いられる。その場
合には、トーチに冷却水を供給する冷却水循環装置を
用いることが多い。

ティグ溶接の導入当初は、可飽和リアクトル式電源
や可動鉄心形電源（後述第 4 章参照）と、図 3.57 に
示すような、ティグ溶接制御装置とを組み合わせて使
用していた。ティグ溶接制御装置は、アークの起動・
停止制御回路、シールドガスの流出・停止機構および
高周波高電圧発生装置などで構成されたものである。
しかし、1966（昭和 41）年にティグ溶接の専用溶接
電源が市販されると、この制御装置の機能は溶接電源
に内蔵されるようになった。それ以降は、いずれの
ティグ溶接電源にもそれらの制御機能が内蔵されるこ
ととなったため、近年でのティグ溶接制御装置の使用
は皆無に近い。

（2）溶接電源
ティグ溶接に用いる溶接電源の外部特性（電流と電

圧の静的な関係）には、図 3.58 に示すような、アー

図 3.56　ティグ溶接機の構成

 の  

図 3.57　ティグ溶接制御装置 19）
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ク長変化に伴う溶接電流の変動を抑制する垂下特性あ
るいは定電流特性が用いられる。垂下特性電源では、
アーク長が L0 から L1 に伸びると、アーク電圧は大き
く増加（⊿ V）するが、溶接電流の減少（⊿ I）は少
ない。反対にアーク長が短くなった場合も、アーク電
圧は大きく減少するが、溶接電流の増加は少ない。す
なわち、アーク長の変化によってアーク電圧は大きく
変化するが、溶接電流の変化は少なく、溶接電流の変
化に起因する溶込み深さの変動や作業性の変化などを
抑制できる。

定電流特性電源の場合も、垂下特性電源の場合と同
様に、アーク長変化に対すると溶接電流の変化は少な
く、その変化幅は垂下特性電源の場合よりさらに小さ
いものとなる。そのため近年では垂下特性電源の採用
は減少し、アーク長変動による電流変化がより少ない
定電流特性電源がティグ溶接電源の主流となってい
る。

（3）溶接トーチ
ティグ溶接トーチは、保持したタングステン電極に

溶接電流を通電してアークを発生させるとともに、溶
接部を大気から遮蔽するシールドガスを供給するもの
である。トーチの一例を示すと図 3.59 のようであり、
冷却方法によって空冷式と水冷式に大別される。空冷
トーチは小型・軽量で作業性も良好であり、その構造
は比較的簡素である。しかし使用電流は低い値に制限
され、定格電流は通常 200 Ａ程度以下となっている。
水冷トーチは構造が複雑でやや重くなるが、溶接ケー
ブルおよびノズル部分を水冷することによってトーチ
の耐熱性を向上させており、大電流・高使用率の溶接
にも対応できるようになっている。

（4）アークの起動
ティグアークの起動方法は表 3.5 のような 3 種類に

大別され、一般には、母材と非接触でアークを起動で

（b）  （a）  

 

 

 

の外部  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

の外部  

 

 

 

 

 

 

  

図 3.58　ティグ溶接電源の外部特性と動作点

きる“高周波高電圧方式”が多用されている。“高周
波高電圧方式”のアーク起動では、図 3.60（a）に示
すような高周波発生回路を用い、 （b）のような高周波
放電電圧を発生させる。そして、この高周波電圧で電
極と母材間の絶縁を破壊し、電極を母材へ接触させな
いでアークを起動する。高周波の基本周波数はラジオ
やテレビ放送の周波数帯域を避けているが、火花放電
方式であるためその周波数帯域は広く、強い電磁ノイ
ズに起因した電波障害を発生することがある。

“電極接触方式”は、図 3.61 に示すように、タング
ステン電極を母材へ接触させてから通電を開始し、通
電開始後に電極を引き上げることによってアークを起
動する方法である。このアーク起動方式を用いると、
電磁ノイズに関する問題はほとんど生じない。しか
し、比較的大きい電流でアークを起動すると電極先端

表 3.5　ティグアーク起動方法とその比較

図 3.60　高周波発生回路

図 3.59　ティグ溶接トーチ
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部の損傷が生じ、傷損したタングステンが溶接部に巻
き込まれて溶接欠陥となる恐れがある。そのため、必
要最小限の電流値でアークを起動した後に本溶接電流
へ移行させる「スタート電流制御」が適用されている。
スタート電流はできるだけ小さく設定することが望ま
しいが、設定値があまりに小さ過ぎると、アーク起動
は不安定になって良好なアーク起動性能が得られない
ため、通常 20～30 Ａ程度の電流を用いる。

“直流高電圧方式”では、図 3.62 に示すように、タ
ングステン電極と母材との間に数千Ⅴ程度の直流高電
圧を加えて両者間の絶縁を破壊してアークを起動し、
アークが発生すると高電圧の付加を停止して本溶接で
のアーク電圧へ移行する。直流電圧による電磁ノイズ
は比較的小さいため、強い電磁ノイズに起因した高周
波高電圧方式のような電波障害を発生することはほと
んどない。この方式を搭載した溶接電源には高電圧か
ら保護するための回路を別途設けることが必要となる
ため、価格は比較的高価なものとなる。また使用する
トーチの絶縁対策などについての制約も受けるため、
その用途はティグ溶接ロボットや特殊目的の自動溶接
システムなど一部の特殊なものに限定されている。

（5）　動作シーケンス
ティグ溶接の一般的な動作は図 3.63 のようであり、

トーチスイッチを ON している間のみ溶接が行える
“自己保持なし”の動作モードと、溶接の開始時と終
了時にそれぞれトーチスイッチを操作する“自己保持
あり”の動作モードがある。

図 3.61　電極接触方式によるアーク起動

図 3.62　直流高電圧方式アーク起動

“自己保持あり”の動作モードは厚板の溶接や溶接
線の長い場合に使用され、トーチスイッチを ON する
とシールドガスが流れ始め、所定のプリフロー時間

（Tpr）が経過すると高周波高電圧が印加され、それ
に導かれてアークが点弧する。アークが発生すると高
周波高電圧の印加は停止し、スタート電流・Is によ
る溶接が開始される。次に、トーチスイッチを OFF
にすると電流は徐々に増加し、アップスロープ時間

（Tu）が経過すると、所定の本溶接電流（Iw）に到達
して本溶接へ移行する。再びトーチスイッチを ON
すると Iw の通電は終了し、電流は徐々に減少してダ
ウンスロープ時間（Td）が終了するとクレータ電流

（Ic）が通電される。この状態でトーチスイッチを
OFF にすると、Ic の通電が停止して溶接を終了する
が、シールドガスは流れ続け、アフターフロー時間

（Taf）の経過後にガスの流出を停止して一連の動作
が完了する。
“自己保持なし”の動作モードは薄板の溶接や短い

溶接線に適用され、トーチスイッチを ON すると、初
めから Iw が通電される。またトーチスイッチを
OFF すると Iw の通電を停止する。シールドガスの
流出・停止や高周波高電圧の印加は、自己保持ありの
場合とほぼ同様であるが、スタート電流制御やクレー
タ電流制御などは行われず、通電される電流は一定で
ある。

3.4.4　直流ティグ溶接
前述したように（3.4.2 項（1）参照）、ティグ溶接

では電極マイナス（EN）の極性の場合に、集中した
指向性の強いアークが得られる。そのため、一般に、
直流ティグ溶接ではアークの集中性に優れ、電極の消
耗も少ない直流電極マイナス（DCEN）極性を採用す
る。直流電極プラス（DCEP）極性は、溶接に適した
特性が得られず電極消耗も極めて多いため、この極性

図 3.63　ティグ溶接のシーケンス制御
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が単独で使用されることはほとんどない。
直流電極マイナス（DCEN）極性のアークは極めて

安定で、アーク音もほとんど発生しない。また、溶融
池は静かで変動も少ないため、アークの状態や溶融池
の挙動を明瞭に観察することができる。この溶接法は
炭素鋼、低合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、ニッケル・
ニッケル合金、銅・銅合金、チタン・チタン合金、金
および銀など、アルミニウム・マグネシウムおよびそ
れらの合金を除く、ほとんどの金属に幅広く適用する
ことができる。

ティグ溶接では、直流ティグ溶接に限らず全ての
ティグ溶接に共通するが、溶着金属の添加が必要な場
合には溶加棒または溶加ワイヤを供給・添加しなけれ
ばならない。手動ティグ溶接では、図 3.64 に示すよ
うに、一方の手で溶接トーチの操作を行いながら、他
方の手で溶加棒の添加操作を行う。溶加棒は親指と人
差指で持ち、中指と薬指の間を通した状態で保持す
る。そして溶加棒を添加する際には、中指と薬指をガ
イドにして親指のみあるいは親指と人差指で少しずつ
送り出して溶融池へ添加する。作業者にはかなりの熟
練が要求される操作である。

自動ティグ溶接や半自動ティグ溶接では、図 3.65
に示すような溶加ワイヤ自動供給システムなどを用い
て、溶加ワイヤを溶融池へ自動的に添加する。溶加ワ
イヤは、ワイヤ送給装置によって自動送給されるた
め、溶加材添加に対する熟練度は不要となる。また溶

図 3.64　溶加棒の添加操作

加材の添加が安定して行われるため、均一なビード外
観が得られるといった長所も得られる。なお溶融池へ
のワイヤ添加位置を調整するためのワイヤ添加機構

（ワイヤガイド）は、標準ティグ溶接トーチの先端部
へ容易に装着できるように工夫されている。

3.4.5　交流ティグ溶接
（1）交流ティグ溶接の特徴

アルミニウムの融点は約 660℃であるが、その表面
には融点が 2,000℃を超える高融点（2,049℃）の酸化
皮膜（Al2O3）が存在する。この酸化皮膜を除去する
ことなく表面からアークで加熱しても、酸化皮膜が邪
魔をして健全な溶接部を得ることができない。アルミ
ニウムの溶接に直流ティグ溶接が使用されることもあ
るが、クリーニング作用（前述 3.4.2 節（1）参照）を
利用して酸化皮膜を除去するには、電極プラス（EP）
の極性を用いなければならない。しかし電極プラス極
性では、電極に電子が流入して過大なエネルギーが電
極に加えられるため、電極は著しく加熱され消耗が極
めて多くなる。そこでアルミニウムの溶接では、電極
マイナス（EN）極性での集中した指向性の強いアー
クと、電極プラス極性でのクリーニング作用の両者を
利用できる交流ティグ溶接の適用が検討された。しか
し交流溶接では、極性の反転時に電流は一時的に零と
なり、アークは消滅するため交流溶接の適用は不可能
であった。このような問題を解決するために、1946

（昭和 21）年に、アークの起動に用いる高周波高電圧
をアークが起動しても停止させず、高周波高電圧を交
流電流に常時重畳しながら溶接する方法が考案され
た。極性反転時に電流が一時的に零となってアークが
消滅しても、極性反転後には高周波高電圧によって
アークは再点弧し、アークは見かけ上連続して発生す
る。

なお、交流ティグ溶接には次のような問題もある。
図 3.66 に示すように、母材が陰極となる棒プラス

（EP）極性の半波では、アークの発生（電子の放出）
に比較的大きいエネルギーを必要とするため、アーク
電圧が高く、溶接電流は小さくなる傾向がある。反対
に、タングステン電極が陰極となる棒マイナス（EN）
極性の半波では、電子放出に必要なエネルギーが比較
的小さく、アークの発生が容易であるため、アーク電
圧は低く、溶接電流は大きくなる。その結果、溶接電
源の出力電流は非対称な交流波形となり、直流成分

（IDC）を含んだ不平衡電流が通電されることとなる。
この傾向は、アルミニウムおよびその合金の溶接で特
に著しく、場合によっては直流成分が交流成分の 1/3図 3.65　溶加ワイヤ自動供給システム
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に達することもある。また、電極プラス極性の半波電
流が部分的に消滅して、アークが不安定になることも
ある。

このような直流成分が発生すると、電源の変圧器鉄
心は一方向に磁化されて飽和し、電源の入力側には著
しい磁化電流が流れて電源を焼損することがある。そ
のため交流ティグ溶接電源では、直流成分の存在を考
慮して定格出力電流や定格使用率を規定している。ま
た直流成分を打ち消すために、溶接電源の出力回路に
抵抗やコンデンサを挿入するなどの対策も行ってい
る。

交流ティグ溶接が導入される以前は、アルミニウム
の溶接にガス溶接が適用されており、事前に溶接部へ
フラックスを塗布することが必要であったとともに、
そのフラックスが溶接後も残留して溶接部を腐食する
という問題もあった。しかし交流ティグ溶接ではフ
ラックスの事前塗布が不要となり、非常に美麗な溶接
ビートが得られ、腐食の問題もないとの評価を得た。
交流ティグ溶接によるビード外観の一例を図 3.67 に
示す。溶接ビード周辺の白くなった部分が、クリーニ
ング作用で酸化被膜が除去されたクリーニング領域で
ある。

交流ティグ溶接では、電極プラス極性期間中の電極
加熱によって、酸化物がなくても比較的安定にアーク
を維持できるため、従来は純タングステン電極の使用

0 

EP

EN

EN

0 

EP

直流成分 
(IDC) 

図 3.66　交流アークの整流作用 19）

図 3.67　アルミニウムの交流ティグ溶接

(a)溶加材添加なし 
：自動溶接 

(b)溶加材添加あり 
：手溶接 

が推奨されていた。トリアタングステンが消耗すると
先端部が多数の空孔を持つ軽石状になって欠けやす
く、その一部が溶融池へ落下すると溶接欠陥になるた
めである。しかし酸化物入りタングステンであって
も、前述 3.4.2 項（2）で述べたように、2％酸化セリ
ウムタングステンは先端部が軽石状に変形することは
なく、純タングステンに比べて電極消耗もはるかに少
ないため、近年では交流ティグ溶接用電極として 2％
酸化セリウムタングステンの使用が増加している。

なお、母材表面に 2,800℃の酸化皮膜を持つマグネ
シウムやその合金の場合も、クリーニング作用を利用
して酸化被膜を除去するために交流ティグ溶接が適用
される。

（2）極性時間比率制御
近年の交流ティグ溶接電源には、電極プラス（EP）

の極性時間と電極マイナス（EN）の極性時間との比
率（EP 極性時間比率 : 棒プラス極性時間 / 交流周期）
を任意に変化させることができる機能が付加されてい
る。EP 極性時間比率を変化させるとクリーニング作
用の効果も変化し、図 3.68 に示すように、EP 極性時
間比率が小さくなるとクリーニング幅およびビード幅
は減少し溶込み深さが増加する。また、EP 極性時間
比率は電極消耗にも大きく関与し、その比率が大きく
なるほど電極消耗量が増加する。EP 極性時間比率が
30％を超えると電極の消耗は特に著しくなり、電極先
端形状は大きく変化する。

溶接結果におよぼす極性時間比率の影響は表 3.6 の
ようであり、EP 極性時間の比率を増加させると、
ビード幅およびクリーニング幅が増加し溶込み深さは
減少する。また EP 極性時間が長くなるほど、電極へ
の負担が大きくなって電極の消耗・変形が多くなる。

このような極性時間比率の制御が可能となったの
は、1970 年代前半に開発されたサイリスタ制御電源

図 3.68　ビード形状におよぼす EP 極性時間比率の影響

A 

A’ 

B 

B’ 

EP 比率：大 EP 比率：小 

A - A’ 断面 B - B’ 断面 

クリーニング領域 

溶接ビード 
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（3）交流周波数制御
従来の交流ティグ溶接電源の交流周波数は、溶接電

源の構成上、商用周波数（関東以北で 50Hz/ 中部・
関西以西で 60Hz）に限定されていた。しかし近年の
交流ティグ溶接電源では、交流周波数を任意に変化さ
せることが可能である。交流周波数を増加させると
アーク圧力は図 3.69 のように上昇し、交流アークで
あるにも拘らず、そのアーク圧力分布は直流アークの
アーク圧力分布に近づく。すなわち交流周波数を増加
させると、交流アークの指向性・集中性が向上し、交
流溶接においても直流溶接に類似したアーク特性が得
られるようになる。交流周波数とビード形状の関係は
表 3.8 のようであり、交流周波数の増加とともに、
ビード幅および溶込み深さが増加して、クリーニング
幅は減少する。交流周波数が 200Hz を超えるとその
効果は特に著しく、溶込み深さは大幅に増加し、ビー
ド止端部が明瞭に区別できるようになる。

の出現によってであり、それ以前の可動鉄心形電源で
は不可能な制御であった。しかし極性の極端なアンバ
ランスが生じると、サイリスタ制御電源では偏磁によ
る変圧器への負荷が増加して、変圧器を焼損すること
もある。そのためサイリスタ制御電源の EP 極性時間
比率の変化幅は、せいぜい 5％程度とせざるをえな
かった。

ところが、1987（昭和 62）年に出現した出力と極
性とをそれぞれ独立に制御する交流インバータ制御電
源では、極性に極端なアンバランスがあっても変圧器
への負荷が増加することはない。すなわち、EP 極性
時間比率を 0～100％の広範囲で制御することができ、
EP 極性時間比率は通常 25～30％程度に設定されてい
る。サイリスタ制御電源とインバータ制御電源の極性
時間比率制御の比較を表 3.7 に示す。溶接電源の構成
や特徴などの詳細については後述の第 4 章 4.4.3 項で
述べる。

表 3.6　EP 極性時間比率制御の効果
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表 3.7　極性時間比率制御の比較
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図 3.69　アーク圧力分布の比較

表 3.8　交流周波数制御の効果
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このような交流周波数制御は、1989（平成 1）年に
わが国で開発されたが、その後はしばらくの間適用さ
れることはほとんどなかった。しかし 2004（平成 16）
年頃になると、国内の電源メーカ各社が採用を始め、
近年では市販交流ティグ溶接電源の標準的な仕様と
なっている。

交流周波数制御の効果の一例を示すと、図 3.70 の
ようである。アルミニウムおよびその合金のティグ溶
接では、熱伝導の影響で、溶接の進行に伴ってビード
幅が広くなりやすい。しかし、交流周波数 200Hz の
溶接では、溶接の進行に伴うビード幅の増加はほとん
ど認められない。また角溶接では、交流周波数 50Hz
の場合にはアークの集中性に乏しいため、肩垂れを生
じてビード幅が広くなる。しかし交流周波数が
200Hz の場合には、集中性に富むアーク状態が得ら
れ、肩垂れをほとんど生じない美麗なビード外観が得
られている。

3.4.6　パルスティグ溶接
溶接電流を周期的に変化させてティグ溶接する方法

をパルスティグ溶接といい、図 3.71 に示すように、
パルス電流、ベース電流、パルス期間およびベース期
間などのパルスパラメータを変化させることによって
種々な特性や効果が得られる。パルスティグ溶接は、
一般に、直流ティグ溶接で使用されることが多く、パ

図 3.70　交流周波数制御の効果

ルス周波数によって 20Hz 程度以下の“低周波パルス
溶接”、20～500Hz 程度の“中周波パルス溶接”およ
び 1kHz 程度以上の“高周波パルス溶接”に大別され
る。ただし、これら各パルス溶接の周波数域は厳密に
区別されているわけではない。

（1）低周波パルス溶接
低周波パルス（ローパルス）溶接は、1962（昭

和 37）年にペトロフ（A. V. Petrov）らが、1963（昭
和 38）年にブライン（A. G. Brain）らが提案した溶
接法である。初層溶接で生じやすい溶落ちを防止した
り、立向溶接や横向溶接などでのビードの垂れ下りを
抑制したりするために、数 Hz 以下の周波数で溶接電
流を大小交互にかつ周期的に変化させて、母材への入
熱を制御する。

低周波パルス溶接では、大電流が通電されるパルス
期間中に母材を溶融して溶融池を形成し、小電流が通
電されるベース期間中に溶融池の凝固を促進すると
いった動作を周期的に繰り返して溶接が進行する。
ビード外観におよぼすパルス周波数の影響は表 3.9 の
ようであり、極端な場合（表 3.9 ではパルス周波数
1Hz の場合）には、スポット溶接ビードを重ね合わせ
て溶接が進行することとなる。溶融池の形成時間がパ
ルス期間に、凝固時間がベース期間にそれぞれ対応す
るため、パルス周波数にはおのずから限界があり、通
常、その上限は 20Hz 程度に制限される。溶接電流は
極めて速い速度で応答できるが、溶融池の応答はそれ
ほど速くないためである。

溶接ビードはパルス周期に同期して形成されるた
め、波目が均一にそろったビード外観を得ることがで

表 3.9　ビード外観におよぼすパルス周波数の影響

パルス周波数 ビード外観

2.5 Hz 

5 Hz 

10 Hz 

25 Hz 

1 Hz 

Iav = 100A（Ip = 150A・Ib = 50A・パルスデューティ= 50%）， 

アーク長=3mm ，溶接速度=200mm/min ，母材：SPCC・2.3mmt 

図 3.71　パルスティグ溶接の原理
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き、パルス電流の作用でビード幅も広くなる。しか
し、溶込み深さは溶接電流の変化に応じて変動する

（パルス期間で深くベース期間では浅くなる）ため高
速溶接などには適さない。

ステンレス鋼と低炭素鋼などとの異種材料継手や板
厚が異なる部材で構成された継手（差厚継手）などの
溶接では、それぞれの部材の熱伝導特性が異なるた
め、電流値が一定の直流溶接で良好な溶接結果を得る
には溶接作業者に相当の熟練が要求される。しかしこ
のような継手に低周波パルス溶接を適用すると、パル
ス電流で母材が集中的に溶融されるため熱伝導の影響
を受けにくく、熟練度に関係なく良好な溶接結果が得
られやすい。また低周波パルス溶接では、パルスパラ
メータをそれぞれ独立かつ任意に設定することができ
るため、母材の溶融と凝固をきめ細かく制御すること
が可能となり、裏波ビードの形成やビードの垂下り防
止に効果がある。低周波パルスティグ溶接の適用例を
図 3.72 に示す。

（2）中周波パルス溶接
中周波パルス（ミドルパルス）溶接は、1986（昭

和 61）年に坂部らが提案した溶接法であり、出力を
高速で制御できるインバータ制御溶接電源の開発に
よって可能となったティグ溶接法である。中周波パル
ス溶接では、小電流溶接や高速溶接での作業性を改善
するために、溶接電流を数十～数百 Hz の周波数で大
小規則的に変化させて、アークの指向性や集中性を向
上させる。パルス周波数が高いため、電流変化に溶融
池の挙動が追随できず、低周波パルス溶接のような明
瞭なビード波が形成されず、母材への入熱を制御する
効果もほとんどない。

溶接電流 10A 程度の直流（パルスなし）溶接を行
うと、アークのふらつきが頻繁に発生して、集中した
指向性の良いアーク状態は得られない。パルス周波数
を 50Hz 程度まで増加させると、アークの指向性や集
中性は多少改善されるが、必ずしも作業性の良いアー

SUS304・1.5mmt 

表面ビード 

裏波ビード 

1.2mmt 

9mmt 

A 

【A 部拡大】 

（a）水平固定管の全姿勢溶接 （b）差厚継手の溶接 

図 3.72　低周波パルス溶接の適用例

ク状態とはならない。しかしパルス周波数を 250Hz
程度以上にすると、表 3.10 に示すように、アークの
指向性や集中性が大幅に向上して作業性の良好なアー
ク状態が得られるようになる。

パルス周波数を増加させると溶込み深さはやや減少
する傾向を示すが、溶加材を添加しても溶融池の乱れ
は少ないため通常より太径の溶加材を使用することが
できる。また仮付け溶接ビードなどの影響を受けにく
い、大電流溶接時のアーク圧力の増加が抑制されて溶
融池の凹みが比較的少なくなるなどの効果も得られ
る。

パルス周波数が 15～25Hz の領域では溶融池の振動
とパルス周期とが同期して、極めて均一かつ美麗な
ビード外観が得られることもあるが、電流変化にとも
なうアーク光のちらつき（フリッカー）が非常に目障
りとなる。また、パルスパラメータや溶接速度の設定
を誤るとアンダカットなどの欠陥を発生しやすいた
め、この範囲の周波数が採用されることは少ない。中
周波パルス溶接の効果は、通常、パルス周波数が
200Hz を超えた領域で最も得られる。

（3）高周波パルス溶接
アークの指向性・集中性をより一層高めるととも

に、溶融池へ高周波振動を付加することを目的とし
て、パルス周波数をさらに増加させたものが“高周波
パルス（ハイパルス）溶接”である。この溶接法は、
1976（昭和 51）年に後藤らによって提案された。パ
ルス周波数としては、通常、10k～25kHz が用いられ
るが、パルス周波数 17kHz 以下の領域では高音程の
耳障りなアーク音が発生する。

溶接電流が高い周波数で変化するため、溶融池には
高周波による振動が加えられ、溶融池金属の攪拌作用
や脱気泡作用が生じて、金属組織の微細化やブロー

アーク形態 ビード外観 

平均溶接電流：10A , パルス電流：50A ，ベース電流：5A ,  

パルスデューティ：50% , 母材：SUS304（0.4mmt）, 母材-電極間距離：7.5mm 

パルス周波数 

パルスなし 

（直流） 

50Hz 

250Hz 

表 3.10　アークの硬直性におよぼすパルス周波数の影響
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ホール抑制などの効果が得られる。また小電流での
アークの安定性や集中性に優れ、平均溶接電流 1A 程
度でも安定なアーク状態が得られるため、板厚
0.05mm 程度の極薄板の溶接も可能である。しかし高
周波パルス溶接の電源・装置は極めて高価であり、溶
接ケーブル長さの影響を受けやすく、耳障りなアーク
音が発生するなどの問題点も多いため、その適用は一
部の特殊な用途に限られている。高周波パルスティグ
溶接の適用例を、中周波パルスティグ溶接の適用例と
合わせて、図 3.73 に示す。

（4）交流パルス溶接
交流ティグ溶接においてもパルス溶接は存在し、図

3.74 に示すように、“交流低周波パルス溶接”ではパ
ルス期間およびベース期間それぞれに対応して溶接電
流の振幅が大小に変化する。“交流中周波パルス溶接”
では、出力レベルを制御する 1 次側（入力側）イン
バータで作った直流中周波パルスを、極性を制御する
2 次側（出力側）インバータで交流に変換する。なお
交流中周波パルス溶接は、1989（平成 1）年にダブル・
インバータ制御方式の交流溶接電源が開発されて可能
となった溶接法である。

交流パルス溶接の効果は、直流パルス溶接の場合と
ほぼ同様であり、交流低周波パルス溶接ではパルス周

図 3.73　中・高周波パルス溶接の適用例

図 3.74　交流パルスティグ溶接の電流波形

(a) 低周波パルス (b) 中周波パルス 
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EP 

4ms 200ms 

波数に同期した規則的なビード波が形成され、母材へ
の入熱制御が必要な水平固定管の全姿勢溶接などに有
効である。交流中周波パルス溶接では、交流アークの
集中性が改善されるため、小電流域での作業性が向上
し、板厚 0.4mm のアルミニウム合金の突合せ溶接に
おいても均一な裏波ビードを比較的容易に形成するこ
とができる。交流低周波パルス溶接および交流中周波
パルス溶接の主な適用例を図 3.75 に示す。

3.4.7　ホットワイヤ・ティグ溶接
ティグ溶接は取扱いが比較的容易で、高品質な溶接

継手が得られる、母材への入熱と溶着量をそれぞれ独
立に制御することができる、溶接条件の適正範囲が広
いなど多くの長所を持つ。しかしマグ溶接などに比べ
ると溶着速度が遅く、高能率な溶接ができないという
短所がある。“ホットワイヤ・ティグ溶接”はティグ
溶接の短所である溶着速度の向上を目的として、図
3.76 に示すように、溶接電源とは別に設けた電源で溶
加ワイヤに通電して、抵抗発熱による加熱を利用して
溶着速度を増大させる溶接方法である。通電加熱され
た溶加ワイヤは半溶融状態で溶融池に添加されるた
め、通常のティグ溶接（コールドワイヤティグ溶接）
に比べ、図 3.77 のように溶着速度を 3 倍程度まで増
加させることが可能となり、厚板溶接の能率向上や薄
板溶接の高速化などに効果を発揮する。ホットワイヤ
の効果は通電による抵抗発熱（I2R：電流 2 ×固有抵
抗値）で決まるため、固有抵抗値が大きいオーステナ
イト系ステンレス鋼やニッケル合金などでは特に大き
い効果が得られる。しかし固有抵抗値が小さいアルミ
ニウムやその合金などでは、得られる抵抗発熱量が比
較的少ないため、それほど大きい効果は期待できな
い。

ホットワイヤ・ティグ溶接のアイデアは 1970 年代

図 3.75　交流パルスティグ溶接の適用例

（a）交流低周波パルス溶接 

（b）交流中周波パルス溶接

【表面ビード】 【裏波ビード】

Iav：40A・パルス周波数：500Hz , 母材：A5052・0.4mmt・突合せ溶接 

【 平板の突合せ溶接 】 【ソケット継手と配管の重ねすみ肉溶接】 

母材：A5083・4mmt 

母材：A5083
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に考案されたが、上述図 3.76 のような構成でワイヤ
に直流電流を通電すると、ティグアークと溶加ワイヤ
に同一方向の電流が通電されるため、両者間にはお互
いに引き合う力が作用してアークはワイヤ側に大きく
偏向し、いわゆる磁気吹きが発生する。このような磁
気吹きによる作業性劣化を軽減するために、通電電流
を交流として、半サイクルごとにアークの偏向方向を
変化させて溶接作業への悪影響を緩和する方法なども
検討されたが、実用化までは至らなかった。

1990（平成 2）年になると、パルス電流を用いてワ
イヤを通電加熱することによって、磁気吹きの影響を
軽減する方法が開発された。パルス電流の通電方法に
は、溶接電流を直流としてパルス通電加熱と組み合わ
せる方法と、溶接電流をパルス電流として、そのベー
ス期間中にのみパルス通電加熱を行う方法の 2 種類が
ある。溶接作業性に及ぼす磁気吹きの影響を比較する
と表 3.11 のようであり、溶接電流および通電加熱電
流をそれぞれパルス状にして、ワイヤへの通電をベー
ス期間中のみに限定すると磁気吹きの影響は大幅に抑
制され、極めて良好な溶接作業性が得られる。

20 

40 

60 

80 

100 

100 200 300 400 500 
0 

120 

ホットワイヤ 

コールドワイヤ 

溶接電流（A） 

ワイヤ：SUS308  
         （φ1.6mm） 

図 3.77　最大溶着量の比較

図 3.76　ホットワイヤ・ティグ溶接

パルス通電加熱方式のホットワイヤ・ティグ溶接
は、比較的広範囲な産業分野で実用化されており、そ
の一例を図 3.78 に示す。

3.5.1　ミグ溶接の発展経過
ミネソタ大学のウェバー（L. J. Weber）は 1926（大

正 15）年に、ヘリウムをシールドガスに用いること
によって鉄の溶接金属部の特性が極めて改良されるこ
とを実験によって示した。しかし、電位傾度（単位長
さのアークを維持するために必要な電圧）が高いヘリ
ウム気中でのアークの維持はかなり困難であったた
め、この方法が実用化されることはなかった。電位傾
度が比較的低い（ヘリウムの約 1/2）アルゴンをシー
ルドガスに用いる溶極式アーク溶接法は、リンデ

（Linde） 社 と バ ッ テ ル 記 念 研 究 所（Battelle 
Memorial Institute）の共同研究によって、1947（昭
和 22）年に開発された。溶接ビードはティグ溶接に
比べてやや劣るが、溶接品質は良好で溶接速度が速い
ことが特長であった。また 1948（昭和 23）年には、
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表 3.11　磁気吹きにおよぼすワイヤ加熱電流の影響

（a）ボイラチューブの自動溶接 （b）ステンレス部品の肉盛溶接 

（c）鋼管の半自動ティグ溶接 

図 3.78　ホットワイヤ・ティグ溶接の適用例 20）

3.5 ミグ溶接
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エア・リダクション（Air Reduction）社のソーン（J. 
S. Sohn）によって、コイル状消耗式電極を用いてア
ルゴンシールド雰囲気中でアーク溶接する方法につい
ての報告がなされている。そして 1951（昭和 26）年
には、リンデ社が“シグマ溶接”の商品名で、エア・
リダクション社が“エアコマテック溶接”の商品名で、
それぞれミグ溶接機の市販を開始した 5）。

溶接機の概略構成は図 3.79（a）のようであり、リー
ルから引っ張り出されたワイヤは送給機構によって溶
接ヘッドへ挿入される。不活性ガスはガスボンベから
溶接ガンへ供給され、溶接電流は直流発電機から得
る。制御回路に起動信号を入力すると、溶接回路の接
点が閉じてガスバルブが開き、不活性ガスの流出が始
まる。ワイヤへの通電を開始しアークが発生すると、
ワイヤ送給モータへ電圧が加えられワイヤの送給が開
始し、アークが維持されている限りワイヤ送給速度に
応じた溶接金属が形成される。起動信号を停止すると
溶接回路の接点が開き、アークは消弧してガスの流出
も停止する。 （b）はワイヤ送給モータユニツトを示
したものであり、リールからワイヤを引っ張る送給機
構と、それを送給ローラへガイドする機構で構成され
ている。ワイヤ送給モータが励起され、送給ローラが
回転を開始すると、リールから引張り出されたワイヤ
は溶接ヘッドの中へと導かれる。送給モータには、速
度調整用のノブが付加されている。この装置はフィラ
デルフィア（Philadelphia）海軍造船所の設計技師が
設計し、“半自動不活性ガスシールドメタルアーク溶
接装置”と呼ばれて、1952（昭和 27）年時点ではリ
ンデ社とエア・リダクション社の二社が生産・販売し
ていた 21）22）。

1949 年には、米国海軍が長さ 30.5m のアルミニウ
ム構造船の建造にミグ溶接を採用し、極めて良好な溶
接結果が得られたことを報告した。そして米国海軍
は、この溶接法を多くのアルミニウム合金構造物の製
作に適用した。エンジンルーム内の縦骨材と横骨交差

図 3.79　開発当初のミグ溶接機 21）22）

部の溶接、海底清水タンク、ガンの方向支持台、アル
ミ合金三脚マスト、アルミ合金製魚雷巡視艇などであ
る。魚雷搭載巡視艇では、全てのロンジフレームとト
ランスフレームとの交差部がミグ溶接されている。

ミグ溶接は米国の産業分野で積極的に導入され、
種々なタイプのコンテナ・べッセル・タンクなど、初
期の頃は主に化学産業分野を主体に適用された。その
後、輸送産業分野でも軽車両の製作でミグ溶接の利用
価値を見いだし、アルミニウム合金製ダンプカー車体
の溶接やディーゼルエンジンのピストン摩耗補修など
に適用した。また多種類のアルミニウム・アルミニウ
ム合金構造物の製造によって、様々な溶接条件や溶接
姿勢に対応できること、銅・マグネシウム・ニッケル
およびそれらの合金などにもミグ溶接は十分適用可能
であることが短期の間に明らかにされた。

わが国へは、1950（昭和 25）年頃にミグ溶接機が
輸入され、一部でアルミニウム合金やステンレス鋼に
利用されたようである。しかし本格的に普及するの
は、1954（昭和 29）年に大阪変圧器が国産のミグ溶
接機を“シグマ溶接機”の商品名で市販するように
なってからである。そのシグマ溶接機の外観を図 3.80
に示す。

同年には、播磨造船所がアルミ合金製のホルマリン
タンク（50 トン）を全溶接で製作した。これがわが
国での始めてのミグ溶接の本格的な採用とされてい
る。また 1957（昭和 32）年には、浦賀船渠がミグ溶
接とティグ溶接を多用して、上部構造とハッチカバー
で 180 トンのアルミを使った 9,000 トンのボーキサイ
ト船「サンウォーカー」を建造した。その後、1966（昭
和 41）年には 301 型全アルミ国鉄通勤電車が全てミ

図 3.80　シグマ溶接機 5）
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グ溶接で施工され、1977（昭和 52）年にはアルミ球
形タンク構造によるわが国初の LNG 船が川崎重工業
で建造された。1981（昭和 56）年には、大型押出形
材と溶接を組み合わせたアルミ合金製車両が山陽電鉄
で採用され、以後通勤用・地下鉄用でアルミ合金製の
車体（構体）構造が増えることとなった。これらの溶
接にはミグ溶接が大きい役割を果たしている 5）。

比較的初期のミグ溶接の適用例を図 3.81 に示す。
（a）はアルミニウム製タンクの溶接、（b）はアルミ
ニウム製車両の溶接、（c）はアルミニウム製高速艇の
溶接そして（d）はアルミニウム製プールの溶接であ
る。なおアルミニウムワイヤには剛性が小さく座屈し
やすいなどの問題があるため、1962（昭和 37）年には、
図 3.82 に示すような小型プルトーチも開発されてい
る。このトーチは、ワイヤ送給機構と数百 g のワイ
ヤを巻いたスプールとが一体化したスプール・オン・
トーチとなっており、狭隘な場所でも良好な作業性が
得られる 11）。

3.5.2　ミグ溶接の基礎事項
（1）アークを安定に保つ仕組み

ミグ溶接はアークを発生する電極（ワイヤ）自身が
溶融する溶極式溶接法であるため、ワイヤの供給量と
溶融量とのバランスを保つことが、アークを安定に維
持するための重要なポイントである。図 3.83 はその
仕組みを示したもので、遠隔操作箱（リモコンボック

図 3.82　小型プルトーチ 18）19）

（a）アルミニウムタンクの溶接 （b）アルミニウム製車両の溶接 

（c）アルミニウム製船舶の溶接 （c）アルミニウム製プールの溶接 

図 3.81　ミグ溶接のアルミニウムへの適用 11）

ス）には電流および電圧をそれぞれ設定するためのダ
イヤルが設けられている。電流設定ダイヤルはワイヤ
送給モータの回転速度を指令するダイヤルであり、こ
の設定値によって溶接部へ供給されるワイヤの送給量
が決まる。電圧設定ダイヤルは溶接電源の出力レベル

（図中の V0、V1、V2）を指令するダイヤルであるが、
通電される溶接電流値（図中の I0、I1、I2）をアーク
特性との関係で等価的に決定する。すなわちアーク状
態は、電流設定つまみに応じた速度で定速送給される
ワイヤ送給量（WF）と、電圧設定つまみに応じて間
接的に決まる溶接電流（I）で支配されるワイヤの溶
融量（MR）のバランスで決まり、WF と MR が等し
い場合にアーク長は一定に維持されて安定なアーク状
態が得られる。

MR は、下式のように、アーク発熱による溶融量
（aI）と、ワイヤ突き出し部で発生する抵抗発熱によ
る溶融量（bI2）との和として与えられる。そしてこ
れら 2 つの溶融量は、いずれも I によって支配され
る。
ワイヤ溶融量（MR）= アーク発熱による溶融量（aI）
+ 抵抗発熱による溶融量（bI2）

 （a、b：定数、I：溶接電流）
すなわちミグ溶接における適切なアーク状態の選定

は、ワイヤの送給量とその溶融量が等しくなるよう
に、電流設定ダイヤルと電圧設定ダイヤルを操作する
ことを意味する。しかしワイヤ溶融量を支配する溶接
電流は出力電圧によって間接的に決まり、このことが
適切なアーク状態が得られる溶接条件の選定に熟練を
必要とする大きい要因の 1 つとなっている。

太径ワイヤ（直径 3.2～6.4mm）を用いるサブマー
ジアーク溶接では、電流変化の少ない垂下特性電源を
用いる。その場合、ワイヤの送給（供給）速度は比較
的遅い（毎分 1～3m 程度）ため、アーク長（アーク

図 3.83　ワイヤ送給量と溶融量のバランス



437アーク溶接技術発展の系統化調査

電圧）の変化に応じたワイヤ送給速度の増減制御で
アーク長を一定に保っている（前述 3.3.3 節 / 図 3.32
参照）。

一方ミグ溶接は、細径ワイヤ（φ 0.8～1.6mm）に
大電流を通電する高電流密度の溶接方法であるため、
溶接ワイヤを毎分 3～15m の比較的高速で送給（供
給）しなければならない。しかし、このような高速で
送給されるワイヤの送給速度を瞬時に増減して、アー
ク長の変化に対応することは極めて困難である。その
ためミグ溶接では、一定の速度でワイヤを送給（定速
送給）し、それに見合った電流でワイヤを溶融するこ
とによって、ワイヤの供給量と溶融量とをバランスさ
せて安定なアーク状態を維持する。溶接電源に定電圧
特性電源を用いると、アーク長変動に伴う電圧の変化
は少ないが、電流は比較的大きく変化し、その変化は
アーク長を一定に保つことに大きく寄与する。

図 3.84 はその作用を示したもので、アーク長が L0

で維持されている状態ではワイヤの送給速度 WF と
その溶融速度 MR0 は等しく、両者がバランスを保つ
ためアーク長は変化しない。しかし何らかの原因で
アーク長が L1 に伸びると、電流が I0 から I1 まで減少
するため、ワイヤ溶融速度も低下して MR1 となる。
その結果 WF が MR1 より速くなり、アーク長を減少
させようとする作用、すなわち長くなったアーク長を
元の長さに戻そうとする作用が生じる。そして、アー
ク長の減少に伴って電流は増加するため、アーク長が
元の長さ L0 に戻ると電流も元の値 I0 となり、送給速
度（WF）と溶融速度（MR0）が再びバランスして、
アーク長は L0 に維持される。反対にアーク長が減少
して L2 となった場合には、電流が I2 まで増加するた
め、ワイヤの溶融速度は MR2 まで増加する。その結
果 MR2 は WF より大きくなり、アーク長を増加させ
ようとする作用が発生して、 アーク長は元の長さ L0

に戻されてその長さが維持される。

図 3.84　アーク長の自己制御作用

細径ワイヤを所定の速度で定速送給する溶極式アー
ク溶接では、定電圧特性電源を用いることによって、
アーク長の変動に応じた溶接電流の変化が自動的に発
生し、特別なアーク長制御を付加しなくてもアーク長
を元の長さに復元・維持することができる。定電圧特
性の溶接電源が持つこのようなアーク長の制御作用を

“電源の自己制御作用”という。

（2）溶滴の移行形態
ミグ溶接などの溶極式アーク溶接では、極性によっ

て溶滴の移行形態は大きく異なる。図 3.85 はその一
例を示したもので、電極プラス（EP）の場合（a）は、
アークの陽極点がワイヤ端の溶滴下部に形成され、こ
こに電流が集中する。そのため、電極ピンチ力はワイ
ヤ先端の溶滴を離脱させる力として有効に作用し、比
較的小粒の溶滴がワイヤ端からスムーズに離脱して、
溶融地（母材）へ移行する。また、母材表面ではク
リーニング作用も行われる。

反対に電極マイナス（EN）の場合（b）は、ワイヤ
側にクリーニング作用が生じ、アークの陰極点は溶滴
上部のワイヤ表面まではいあがり、その表面を激しく
移動して電流は一点に集中しない。その結果、電磁ピ
ンチ力は分散し、溶滴の離脱に必要な力が減少する。
そして、大きく成長した溶滴が大きな塊となってワイ
ヤ端にぶら下がり、重力の助けを得て離脱する。また
アーク長は、ワイヤ側で生じるクリーニング作用の影
響を受けて、電極プラス極性の場合より長くなる。こ
れらの現象は溶接電流が変化しても同様であり、大粒
の溶滴が不規則な挙動を示し、アークは不安定で、溶
込みも浅く実用的ではない。したがって溶極式アーク
溶接では、通常、電極プラスの極性を採用する。

電極プラス極性のミグ溶接では、図 3.86 に示すよ
うに、電流域によって溶滴の移行形態が変化する。溶
接電流が比較的小さい電流域では、（a）のような“短
絡移行”となる。ワイヤ端に形成された小粒の溶滴が
溶融池へ接触（短絡）する短絡期間と、それが解放さ
れてアークが発生する期間とを、比較的短い周期（80
～120 回 / 秒程度）で交互に繰り返す。中間的な電流

図 3.85　溶滴移行形態におよぼす極性の影響 23）

（a）電極プラス（EP）の場合 （b）電極マイナス（EN）の場合 

【溶滴離脱前】 【溶滴離脱後】 
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アーク 
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域では、（b）のような“ドロップ移行”となる。ド
ロップ移行はグロビュール移行に大別され、ワイヤ端
にはワイヤ径より大きい溶滴が形成されるが、その移
行は比較的スムーズで、スパッタの発生も少ない。比
較的大きい電流域になると、電磁ピンチ力が強力に作
用してワイヤ端を先鋭化するため、（c）のような“ス
プレー移行”となる。ワイヤ先端に形成された溶滴
は、溶融池と短絡することなく溶融池へ移行する。な
おスプレー移行は、ワイヤ径とほぼ等しい径で溶滴が
ワイヤ端から離脱する“プロジェクト移行”と、先鋭
化されたワイヤ端からワイヤ径より小さい径の溶滴が
離脱する“ストリーミング移行”に細分される。溶滴
の移行形態がグロビュール移行からスプレー移行へ推
移する電流値は「臨界電流」と呼ばれ、その値はワイ
ヤ径、材質、シールドガス組成によって異なる。

3.5.3　ミグ溶接機
（1）ミグ溶接機の構成

ミグ溶接機の代表的な構成は図 3.87 のようである。
溶接電源には、一般に、直流定電圧特性電源が用いら
れる。アーク長は、定電圧特性電源のアーク長自己制
御作用（上述 3.5.2 項参照）で自動的に制御されるた
め、特別なアーク長制御は必要としない。溶接トーチ
は、ワイヤ送給装置を介して溶接電源のプラス（＋）
端子に接続される。溶接ワイヤは、ワイヤ送給装置に
よって定速送給され、溶接トーチのコンジットケーブ
ルに内蔵されたライナーに案内されて、トーチ先端部
へ導かれる。そして、その先端部に設けられたコンタ
クトチップから給電されて、母材との間にアークを発
生させる。

ミグ溶接においても、ティグ溶接の場合と同様に、
“自己保持なし”の動作モードと “自己保持あり”の
動作モードがある（前述 3.4.3 項参照）。ミグ溶接で

図 3.86　溶滴の主な移行形態

は、シールドガスのプリフロー時間・アフターフロー
時間の有無、ワイヤスローダウン制御およびクレータ
制御の有無など、種々な制御モードを組み合せて用い
るが、代表例を図 3.88 に示す。“自己保持なし”の動
作モード（a）では、トーチスイッチを ON するとシー
ルドガスが流れ始め、同時に無負荷電圧の出力および
ワイヤの送給を開始する。ワイヤが母材に短絡すると
溶接電流が流れ始め、電圧は無負荷電圧からアーク電
圧に変化する。トーチスイッチを ON している間は、
所定の溶接が行われ、トーチスイッチを OFF すると
ワイヤ送給の停止指令が出され、ワイヤ送給モータは
回転を停止しようとするが、モータは慣性で少しの間
回転を続け、その速度および溶接電流は徐々に低下す
る。その時ワイヤが溶融池へスティックするのを防ぐ
ために、アーク電圧もワイヤ送給に合わせて徐々に減
少させてワイヤ先端に球滴を形成し、アークが消滅す
ると電圧は再び無負荷電圧へ移行する。無負荷電圧が
発生してから所定の時間が経過すると電圧の出力を停
止し、同時にシールドガスの供給も終了する。

“自己保持あり”の動作モード（b）では、トーチ
スイッチを ON するとシールドガスが流れ始め、所定
のプリフロー時間（Tpr）が経過すると、無負荷電圧
の出力ならびにワイヤのスローダウン速度での送給を
開始する。ワイヤが母材に短絡して溶接電流が流れ始
めると、ワイヤ送給速度は所定の速度に切り替わり、
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E0：無負荷電圧 

電圧遅延 

球滴制御 

（ａ）自己保持なし 

ON 

OＦＦ 

アフタフロー 

E0 

（ｂ）自己保持あり 

ON 

OＦＦ OＦＦ 

ON 

電圧遅延 

クレータ処理 

アフタフロー プリフロー 

E0：無負荷電圧 

球滴制御 
E0 

図 3.88　ミグ溶接機の動作シーケンス

図 3.87　ミグ溶接機の構成
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電圧も無負荷電圧からアーク電圧に変化する。この時
トーチスイッチを OFF しても溶接は続行し、次に再
びトーチスイッチを ON すると溶接電流、ワイヤ送給
速度およびアーク電圧がクレータ制御条件へ切り替わ
る。トーチスイッチを ON している間はクレータ制
御条件での溶接が継続し、OFF すると上記自己保持
なしの場合と同様の経過をたどって溶接を終了する。

（2）ワイヤ送給装置
溶接ワイヤの送給方式は図 3.89 に示す 3 種類に大

別される。溶接トーチとの接続部に設けたワイヤ送給
装置から、コンジットケーブル（トーチケーブル）を
介して、ワイヤを押し出すようにして送給する方式

（b）は“プッシュ（Push）式ワイヤ送給”と呼ばれ、
広範な分野で多用されている標準的なワイヤ送給方式
である。溶接トーチとワイヤ送給装置を一体化し、ワ
イヤを引っ張り込むようにして送給する方式（a）は

“プル（Pull）式ワイヤ送給”と呼ばれ、コンジット
ケーブルを介さずにワイヤ送給装置と溶接トーチが直
結されるため、軟質のアルミニウムワイヤや直径
1.0mm 以下の細径ワイヤなどでも良好なワイヤ送給
性能を得ることができる。なお市販のプル式ワイヤ送
給装置では、数百ｇ巻の専用ワイヤスプールを使用す
ることによって操作性の向上を図るなどの工夫がなさ
れている。プッシュ式ワイヤ送給とプル式ワイヤ送給
を組み合せた方式（c）は “プッシュ／プル式ワイヤ
送給”と呼ばれ、プル式ワイヤ送給よりさらに良好な
送給特性が得られる送給方式である。近年、溶接ロ
ボットの先端（手首）部へ取り付け可能な小型・軽量

（質量数 kg 程度）のプル式ワイヤ送給装置が開発さ
れ、プッシュ/ プル式ワイヤ送給採用に対する問題点
が大幅に改善され、ロボット溶接などでのワイヤ送給
トラブルに対する有効な対策として適用が拡大してい
る。

ワイヤの送給機構は、図 3.90（a）に示すように、

トーチ 

ワイヤ送給装置 

（b）プッシュ式ワイヤ送給 

トーチ 

プル側ワイヤ送給機構 

送給モータ 

プッシュ側
ワイヤ 

送給機構 

送給制御装置 

送給 
モータ 

ワイヤ 

カバー 

送給機構 

ワイヤガイド 

グリップ 
（送給モータ内蔵） 

トーチ 

（a）プル式ワイヤ送給 

（c）プッシュ/プル式ワイヤ送給 

図 3.89　ワイヤ送給方式と装置外観

上下に配したそれぞれ 1 個の送給ローラと加圧ローラ
でワイヤを上下から加圧し、その摩擦力を利用して送
給する 2 ローラ駆動機構が一般的である。しかし近
年、同図（b）に示すような 4 ローラ駆動機構の採用
が増加している。4 ローラ駆動機構では、モータ軸に
取り付けられたドライブギアが、その前後に設けられ
た送給ローラを、ギアを介して同期駆動する。上下そ
れぞれ 2 点（合計 4 点）でワイヤを加圧する 4 ローラ
駆動方式では、図 3.91 に示すように、大きいワイヤ
押出し力が得られ、ワイヤ送給の安定性が大幅に向上
する。また、2 ローラ駆動方式よりワイヤの加圧力を
減少させることができるため、ワイヤの変形抑制・切
り粉発生量の低減などの効果も得られる。

アルミニウムワイヤ仕様の送給機構部の一例を示す
と図 3.92 のようであり、鋼・ステンレス鋼（SUS）
ワイヤ用の加圧ローラはギアなしである。しかし軟質
で剛性の低いアルミワイヤ用では、送給ローラ、加圧
ローラともにギア付きとして、少ない加圧力でもロー
ラ部でのスリップを抑制するなどの工夫がなされてい

図 3.90　ワイヤの送給機構

図 3.91　ワイヤ送給機構とワイヤ押出し力
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る。また、送給ローラの溝形状も U 溝としてワイヤ
との接触面積を多くする、ワイヤ矯正機構を設けて送
給抵抗を少なくするなど、ワイヤ送給のより一層の安
定性向上を図っている。

従来のワイヤ送給制御では、図 3.93（a）に示すよ
うに、送給速度指令電圧と送給モータの再起電圧が一
致するように、送給モータの駆動電圧をアナログ回路
でフィードバック制御していた。しかしこの方法で
は、必ずしもモータの回転数を制御していることには
ならず、場合によっては送給速度の変動を生じること
がある。20 世紀末に始まった溶接電源のデジタル化
とともに、ワイヤ送給制御にもデジタル制御が適用さ
れるようになった。ワイヤ送給のデジタル制御は、

（ｂ）に示すように、送給モータに付加したエンコー
ダで検出した回転数と、送給速度指令に基づいて演算
した回転数が一致するように、デジタル制御回路で送
給モータのサーボ制御あるいはフィードバック制御を
行う。ワイヤ送給制御のデジタル化によってもたらさ
れる送給速度変動の抑制は、アークの安定性向上に大
きく寄与している。

（3）溶接トーチ
ミグ溶接トーチは、ワイヤ送給装置によって供給さ

れる溶接ワイヤを溶接部へ導くとともに、電源から供
給される溶接電流（電圧）を溶接ワイヤに印加して、
アークを発生させる役割を持つ。また健全な溶接部を
形成するために、アークによって溶融された液体金属

（溶融池金属）を大気から保護するシールドガスの供

図 3.92　ワイヤ送給機構の比較

図 3.93　ワイヤ送給速度制御方式の比較

給も行う。その構成は図 3.94 のようであり、比較的
小型・軽量でかつ安価な器具であるにも関わらず、そ
の構造は複雑である。溶接ワイヤは、コンジットケー
ブルの内部に装着されるライナーを介して 3m 先の
トーチ先端部まで導かれ、その先端部のチップで給電
されて、アークを発生させる電極となる。なおアルミ
ニウムやその合金のミグ溶接では、一般に樹脂ライ
ナーが用いられる。鋼ワイヤなどの場合に使用される
ステンレスあるいは鋼のスプリングライナーでは良好
なワイヤ送給性能が得られない。そのため、純アルミ
ニウムワイヤにはテフロンライナーが、アルミニウム
合金ワイヤには硬質樹脂（ジュラコン）ライナーが多
用されてきた。しかし近年では、鋼スプリングの表面
を潤滑剤である二硫化モリブデン（MoS2）でコーティ
ングしたライナーが出現し、アルミニウムワイヤ用の
ライナーとして用いられている。ライナー材質とその
送給性を比較した一例を図 3.95 に示す。

ミグ溶接トーチの一例を示すと図 3.96 のようであ
り、標準的なトーチとして広範囲な分野で多用されて
いるカーブド形と、アルミニウム合金の比較的大電流
溶接などに用いられるピストル形とがある。ピストル

図 3.95　ワイヤ送給性におよぼすライナー材質の影響

図 3.94　ミグ溶接トーチの構造
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形トーチは、トーチ内のワイヤ経路を直線にして送給
抵抗を極力少なくするとともに、ワイヤガイドケーブ
ルとコンジットケーブルとを分離して、ワイヤの送給
性向上を図ったトーチである。また、コンタクト
チューブを用いて、ワイヤへの給電部を長くすること
によってアークの安定性を向上させている。その他、
シールドガスの流出経路を長くして層流域を拡大す
る、あるいはコンジット内にもパージガスを供給する
など、アルミニウムの溶接に対する特別な配慮がなさ
れている。なお、小電流用トーチは操作性を重視して
空冷であるが、大電流用トーチは水冷式で、グリップ
部には遮熱カバーが設けられている。

合金元素としてマグネシウム（Mg）を含む 5000 系
アルミニウム合金などのミグ溶接では、トーチのシー
ルド性が極めて重要である。溶接部の適切なシールド
が行えないと、図 3.97（b）に示すように、ワイヤや
母材から蒸発した Mg が大気中の O2 と反応して
MgO を生成し、溶接ビードやその周辺に付着する。
この付着物はスマットと呼ばれ、ビード外観を著しく
阻害する。そのためミグ溶接トーチでは、良好なシー
ルド性の確保が重要な課題である。表 3.12 は、ノズ
ル形状とガス流量を変化させて、シールドガスの流出
形態をシュリーレン観察した一例である。適切なシー
ルド効果が得られる層流域の長さは、いずれのノズル
形状においても、ガス流量を増加させると減少する
が、その減少度合いはテーパーノズルが最も少ない。

図 3.96　ミグ溶接トーチ

したがってアルミニウム溶接用ミグトーチでは、わず
かに（3～5°程度）テーパーを付けたノズル形状を採
用するとともに、ノズル長さをできるだけ長くするな
どの工夫がなされている。

3.5.4　ステンレス鋼のミグ溶接
アルミニウムのミグ溶接では、シールドガスに

100％ Ar を用いて安定な溶接が行える。しかしステ
ンレス鋼などの溶接のシールドガスを 100％ Ar とす
ると、図 3.98 に示すように、アークには著しいふら
つきや偏向現象が生じる。また多量のスパッタが発生
し、ビード外観は不均一なものとなる。このような不
安定現象は、陰極点を形成する酸化物と大きく関与し
ている。母材表面に多量の酸化物が存在するアルミニ
ウムでは、陰極点からの電子放出によって酸化物が多
少破壊されても、酸化物は十分に残存する。そのため
陰極点はアーク直下に形成され続け、安定したアーク
状態を維持できる。

しかしステンレス鋼などでは、母材表面の酸化物は
少なく、電子放出によって酸化物が破壊されると、母
材表面に残存する酸化物は欠乏する。その結果、陰極
点は酸化物を求めて母材表面上を広範囲に動き回り、

図 3.98　陰極点の安定生成

図 3.97　シールド性の影響

表 3.12　シールドガスの流出形状
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アークには不安定な偏向現象が生じることとなる。し
たがってステンレス鋼や低合金鋼などのミグ溶接で
は、Ar に数 % の O2 あるいは CO2 を添加したガスを
シールドガスに用いる。シールドガスに添加された
O2 あるいは CO2 が、母材表面での酸化物生成を助長
するため、陰極点はアーク直下に安定的に形成され
て、アークの偏向現象は抑制される。

なお、Ar に微量の O2 あるいは CO2 を添加した混
合ガスを用いる場合、従来は慣例的にミグ溶接の一種
として取り扱われていたが、完全な意味では不活性ガ
スではないため、近年はマグ溶接として扱われるよう
になっている。

3.5.5　大電流ミグ溶接
アルミニウムおよびその合金のミグ溶接で溶接電流

を大きくし過ぎると、図 3.99 に示すように、光沢が
なく象の肌に似た不均一な不良ビードが形成される。
このビードは“パッカリングビード”と呼ばれ、陰極
点が溶融池内部に入り込み、陰極点によるクリーニン
グ作用が消滅するとともに、アーク力が溶融池底部に
集中して溶融金属を激しく揺動させることによって生
じるものである。パッカリングを生じない電流の上限
値は 500A 程度であるため、アルミニウムの高能率な
大電流溶接は困難と考えられていた。

このような問題を解決するために提案されたアルミ
ニウム合金の大電流溶接法が、1978（昭和 53）年に
開発された“大電流ミグ溶接”である。図 3.100 はそ
の溶接装置を示したもので、溶接電源には定格電流
1,000A 程度の大容量定電流特性電源を用い、トーチ
にはシールド性に優れた大口径二重シールドノズルを
装着した大容量ミグ溶接トーチを、溶接ワイヤには直
径 3.2㎜以上の太径ワイヤを適用する。そしてシール
ドガスに Ar または Ar+He 混合ガスを用いて、大電
流溶接における過大なアーク力の発生を抑制する。

この溶接法では、最大 45mm 程度の極めて深い溶
込みを得ることが可能であり、表裏両面からのそれぞ
れ 1 パス溶接によって、板厚 80mm 程度の厚板突合
せ継手の完全溶込み溶接が可能である 24）。大電流ミ
グ溶接の溶接条件および断面マクロの一例を表 3.13

図 3.99　パッカリングビード 24）

に示す。大電流ミグ溶接は、主に LNG 船などの
A5083 材の溶接に適用されている。また、ブスバー
などに用いる純アルミニウムの 1100 材や、構造用ア
ルミニウム材としての 7N01 材などにも利用されてい
る。

3.6.1　マグ溶接の発展経過
シールドガスに炭酸ガス（CO2）のみを用いるアー

ク溶接は、従来「炭酸ガス溶接」として、アルゴンと
炭酸ガスとの混合ガスを用いる「マグ（MAG: Metal 
Active Gas）溶接」とは区別されていた。しかし、
ISO 規格との整合性を考慮して 2003（平成 15）年に
改正された、溶接用シールドガスの JIS 規格（JIS Z 
3253：2003）では、炭酸ガスは活性ガスの一種として
取り扱われるようになった。そのため近年では、炭酸
ガス溶接はマグ溶接に含まれるとされるようになっ
た。すなわち、炭酸ガス溶接は“100%CO2 をシール
ドガスに用いるマグ溶接”などと表記することが必要
となった。しかしそれでは記述が複雑となるため、本
稿では従来の“炭酸ガス溶接”を用いることとする。

表 3.13　大電流ミグ溶接

3.6 マグ溶接

図 3.100　大電流ミグ溶接装置 24）
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（1）炭酸ガス溶接の進展
1920～1930 年代に米国で溶接の自動化機運が高

まった折り、ワイヤを消耗電極としてフラックスやガ
スをその周辺に供給する溶接法が種々考案された。ア
ルミニウムやステンレス鋼などの溶接にはミグ溶接

（前述 3.5 節参照）が適用されたが、軟鋼への適用は
対象外とされた。アルゴンは極めて高価（1950 年当
時で約 2 万円 / ボンベ）で、コスト高となるためで
あった。このため、軟鋼には比較的安価（アルゴンの
1/8～1/10 程度）な炭酸ガスを用いるアイデアが生ま
れ、1926（ 大 正 15） 年 に は リ ン カ ー ン（J. C. 
Lincoln）が米国特許を取得した。

しかし、同年に行われたゼネラル・エレクトリック
社のアレクサンダー（P. Alexander）が行った炭酸ガ
ス溶接の実験では、溶着金属の酸化が著しく、溶接と
しては使用できなかった。炭酸ガス（CO2）は高温の
アークによって一酸化炭素（CO）と酸素（O）に解
離し、この時生じた酸素が溶融金属を著しく酸化する
ためである。これに対して、金属アーク溶接（前述 3.1
節参照）では、溶接箇所に松のおがくずを散布して溶
接すると、おがくずの燃焼で発生した炭酸ガスが溶接
部をシールドすることになる。この方法で溶接すると
溶接継手性能は向上するため、炭酸ガス溶接は一概に
不適切な溶接法とは言えないとの見解も出された。し
かし当時は、サブマージアーク溶接（前述 3.3 節参照）
が急成長していたこと、ミグ溶接の研究・実用化が進
んでいたことなどから、炭酸ガス溶接の研究は一時中
断状態となった。

1953（昭和 28）年になると、リューバフスキー
（Lyubavskii）とノボシロフ（Novoshilov）が、適切
な脱酸成分を含んだワイヤを用いて溶接すれば満足す
べき溶着金属が得られるとの論文を発表した。その結
果、炭酸ガス溶接は見直されることとなった。オラン
ダのフィリップス（Philips）社は、溶接ワイヤ中に
Mn および Si などの脱酸剤を 0.3％以上添加して酸素
を除去する方法を開発した。この手法は、1956（昭
和 31）年にわが国での特許が成立している。この頃、
ロシアでも炭酸ガスをシールドガスに利用することが
試みられているが、良い結果は得られなかったようで
ある。

米国では 1954（昭和 29）年に、バーナード社のバー
ナード（A. Bernard）がフラックス入りワイヤを用
いる軟鋼用炭酸ガス自動溶接機を開発し、市販を始め
た。なお後になるが、ベルギーのアーコス（Arcos）
社も断面形状が異なるフラックス入りワイヤを用い
て、炭酸ガス中で溶接する方法を提案している。1955

（昭和 30）年には、バーナード社の溶接機が米 O.A. ス
ミス社の軟鋼構造物の溶接に本格的に採用され、これ
を契機に炭酸ガス溶接の適用は次第に増加することと
なった。

なお、ユニオンメルト法を開発したリンデ社のケネ
ディ（前述 3.3.2 項参照）は、バーナードより 1～2 年
遅れたが、図 3.101 に示すように磁性フラックスをワ
イヤに付着させて、炭酸ガスシールド中で溶接する
CO2 フラックス溶接法（ユニオンアーク溶接）を開発
した。そして、美麗なビード外観とスパッタの少ない
ことをセールスポイントとして、上記炭酸ガス溶接法
に対抗した。

一方リンカーン社は、1954（昭和 29）年にソリッ
ドワイヤによるノンガス（セルフシールド）アーク溶
接法を、その後フラックス入りワイヤによるノンガス
アーク溶接法を開発し、炭酸ガスを使用しない方向に
進んだ。セルフシールド溶接の詳細については後述す
る第 3 章 3.8 節で述べる。

炭酸ガス溶接は高能率で適用範囲も広いため、広範
囲な産業分野での適用が進んだが、ミグ溶接と同様
に、薄板溶接への適用が困難であった。この問題点を
解決したのが短絡移行アーク溶接法（ショートアーク
溶接法）であり、1957（昭和 32）年に米国で開発さ
れた。この溶接法は、溶接条件を小電流・低電圧とし
て、溶滴の母材への短絡移行現象を利用する溶接方法
で、短絡とアークとを 1 秒間に数十回以上交互に繰り
返しながら溶接が進行する（前掲図 3.86（a）参照）。
短絡時に電流は増加するが、アーク期間では電流が減
少するため、平均溶接電流は比較的小さく、薄板の低
入熱溶接が可能となる。リンデ社は“ショートアー 
ク（Short Arc）溶接”、エアコ（Airco）社はディッ
プトランスファ（Dip Transfer）溶接と呼んでいた。
なお、この時期には英国やロシアでも同様の研究がな
されていたようであるが、その成果などは報告されて
いない。

わが国では 1950 年代前半に、名古屋大学の関口教

図 3.101　ユニオンアーク溶接 1）5）
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わが国で炭酸ガス溶接が普及するのは 1960 年以降
であるが、当初は、炭酸ガス溶接のビードは被覆アー
ク溶接のビードより数段見劣りするため、グラインダ
仕上げを行う箇所にしか使えないといわれていた。し
かし 1960（昭和 35）年には、自動車部品の溶接に炭
酸ガス溶接が使われ始めた。この溶接ではビードの仕
上げ研削作業が必要とされており、ビード外観は問題
とされなかった。むしろ安価なコストで、早く手軽に
溶接が行えることが評価されたようである。

1961（昭和 36）年には、炭酸ガス溶接用フラック
ス入りワイヤが国産化され、市販が始まった。また
1971（昭和 46）年には、フィリップス社が持ってい
た炭酸ガス溶接用ワイヤに関する日本特許が失効し、
以後国産溶接材料メーカが競ってこの分野に参入し
た。ワイヤの成分改良やフラックス入りワイヤの進歩
などによって、溶接ワイヤを多量に消費する造船や建
築分野などで、1970 年代後半から炭酸ガス溶接の採

図 3.104　市販半自動溶接機（昭和 40 年頃） 25）

図 3.103　半自動炭酸ガス溶接機 5）

授が炭酸ガスと酸素の混合ガスでシールドする
CO2-O2 アーク溶接法を開発している。フィリップス
社特許の回避も念頭にあったと思われるが、CO2 に
O2 を添加したガスをシールドガスに用いればアーク
が安定し、スバッタが減少して溶接ビードも美麗にな
ると考えた。そしてそのためには、より脱酸作用の大
きいワイヤが必要であり、Mn および Si を通常より
多く含む低炭素ワイヤ（いわゆる関口心線）を開発し
た。関口博士は、1946（昭和 21）年頃、Mn および
Si を多く含む裸棒を心線とした被覆アーク溶接棒を
考案し、大同製鋼がその溶接棒を製品化して販売して
いた。この実績が関口心線の開発につながったと思わ
れる。CO2-O2 混合ガスと関口心線を用いるアーク溶
接法は、1959（昭和 34）年に特許として認められ、
炭関（炭酸ガス関口心線）アーク溶接と呼ばれた。し
かし名称のイメージが悪く、短期間のうちにその名称
は使用されなくなった。

1956（昭和 31）年には、関口線材を使用する炭関
半自動アーク溶接機を東亜精機が市販した。図 3.102
はその溶接機を示したもので、電源には直流モータ発
電機（MG）が用いられている。これが、わが国初の
炭酸ガス溶接機である。そして 1960（昭和 35）年に
は、松下電器がオランダのフィリップス社と技術提携
して、図 3.103 に示すような半自動炭酸ガス溶接機の
販売を始めた。1965（昭和 40）年頃には、国内の主
なアーク溶接機メーカ各社が、図 3.104 に示すような
半自動溶接機をそれぞれ市販している。溶接電源に
は、松下電器と大阪変圧器がセレン整流方式の直流定
電圧特性電源、日立製作所と大阪電気が垂下特性の交
流 / 直流両用電源を用いている。なお東亜精機も、こ
の頃には電源をセレン整流方式の直流定電圧特性電源
としている。

図 3.102　わが国初の炭酸ガス溶接機
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用が目立って増加した 5）。そして 1984（昭和 59）年
になると、図 3.105 に示すように、マグ溶接ワイヤの
国内年間生産量が、それまで首位であった被覆アーク
溶接棒を追い抜くまでに成長した 26）。

炭酸ガス溶接は、被覆アーク溶接より高能率かつ経
済的な溶接方法で、半自動および全自動で使用可能で
あり、溶接姿勢に対する制約もほとんど受けない。そ
の適用は広範囲な分野に拡大し、造船・橋梁・建築鉄
骨・鉄道車両・自動車などの産業分野で、薄板から
中・厚板まで幅広い板厚に利用されるようになった。
1970 年代後半頃の主な産業分野における炭酸ガス溶
接の適用状況の例を図 3.106 に示す。

（2）マグ（MAG）溶接の進展
アルゴン（Ar）と炭酸ガス（CO2）との混合ガスを

シールドガスに用いるアーク溶接いわゆる“マグ溶

図 3.105　溶接材料年間生産量の構成比率

接”は、1961（昭和 36）年に、ドイツのウォルフ
（Wolff）とコンマース（Kommers）によって開発され
た。この溶接法では、炭酸ガス溶接に比べ、スパッタ
の発生が少なく美麗なビードが得られた。

わが国では、昭和 40 年代後半頃から Ar-CO2 混合
ガスの使用が始まった。アルゴンの価格が、ボンベ 1
本（7m3） 3,000～4,000 円程度と比較的安価になった
ためである。しかしそのガス混合比は一様でなく、
Ar+10～20％ CO2 や場合によっては Ar+50％ CO2 な
ども使用されており、スパッタの低減や美麗なビード
外観の形成の他、小電流域でのアーク安定性向上など
も主要な使用目的であった。

Ar+20％ CO2 の混合ガスは、1976（昭和 51）年に、
帝国酸素が“アタールガス”の商品名で販売を始めた。
以来この組成のプレミックスガスは“マグガス”と呼
ばれ、マグ溶接に用いる代表的な混合ガスとなってい
る 27）。また 1979（昭和 54）年には、共同酸素が“粗
アルゴン”を用いた低価格タイプのマグ溶接用混合ガ
スを発売した。アルゴンは純度 99.9％以上の不活性ガ
スであるが、粗アルゴンは精製工程の一部を省略して
アルゴンの純度を 96％以上（4％以下の O2 を含む）
としたものである 28）。

1982（昭和 57）年には、カナダ・ウェルドプロセ
ス社のチャーチ（J. Church）が Ar-He-CO2-O2 の 4 元
ガスを用いてローテーティング・スプレー移行を安定
化する大電流マグ溶接法を開発し、特許を取得した。
この溶接法は“タイム・プロセス”と名付けられ、わ
が国ではライセンス契約した愛知産業がその機器を販
売した 29）。大電流を用いた厚板の高能率溶接を目的

図 3.106　炭酸ガス溶接の適用例 11）
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とした溶接法であったが、ワイヤの高速送給（送給速
度：20～30m/ 分）が必要でワイヤの送給が不安定に
なりやすいこと、強烈な放射熱が生じることなどの理
由で、わが国では数年でほとんど姿を消した。その後
国内のガスメーカ各社も、種々な特徴を持った三元系
ガス（Ar-CO2-O2・Ar-He-CO2）や四元系ガスを開発
し、その適用は徐々に拡大しつつある。

3.6.2　スパッタの発生現象
マグ溶接においても、アークを安定に保つ仕組みや

溶接機器・装置の構成などは前節（3.5 節）のミグ溶
接と同様であるため、本節での説明は省略する。また
以下に述べるスパッタは、ミグ溶接においても問題と
なる事項であるが、その度合いは炭酸ガス溶接に比べ
ると比較的小さい。

炭酸ガス溶接法は開発から約 60 年が経過し、これ
までの溶接電源および溶接材料の改良 ･ 開発によっ
て、近年ではアーク溶接法の主流を占めるまでに発展
してきた。しかし炭酸ガス溶接の最も大きい問題点
は、多量かつ大粒のスパッタの発生である。図 3.107
に示すように、溶接時に発生したスパッタは周辺に飛
散して、ビード近傍に付着する。粒径が大きいスパッ
タほどビードの近くに付着し、溶接部の外観を阻害す
る。また、このような大粒のスパッタは母材へ強固に
付着するため、その剥離にはかなりの工数が必要とな
る。そのため、スパッタの低減による溶接作業性の改
善は炭酸ガス溶接の最重要課題とされている。

炭酸ガス溶接における多量かつ大粒のスパッタの発
生には、溶滴の移行形態が大きく関係している。マグ
溶接でのアークおよび溶滴の挙動は、表 3.14 に示す
ように、シールドガスの種類によって大きく変化す
る。CO2 は高温になると CO と O に解離し、その時
アーク雰囲気から多量の熱量（283kJ）を奪う。アー
クは強い冷却作用（熱的ピンチ作用）を受けて収縮し、

図 3.107　スパッタの発生と付着

溶滴の下端部に集中して発生すこととなる。その結
果、溶滴はアークによる強い反力を受けてワイヤ方向
に押し上げられ、溶滴をワイヤ端から離脱させるよう
に働く電磁ピンチ力の効果は、その押上げ作用によっ
て弱められる。このような現象は溶接電流が大きくな
るほど著しく、中・大電流域での溶滴は大塊となって
ワイヤ端から離脱し、大粒で多量のスパッタが発生し
やすい。一方、不活性ガスの Ar では解離などの変化
は全く生じないため、アーク柱からの熱放散は比較的
少なく、アークは熱的ピンチ作用をほとんど受けずに
溶滴全体を包み込むように発生する。すなわち、溶滴
に加えられるアークの反力は分散し、溶滴の押上げ作
用はほとんど生じないため、溶滴には電磁ピンチ力が
有効に作用してワイヤ端から溶滴がスムーズに離脱す
る。また溶滴は溶融池方向に伸びて形成されるため、
プラズマ気流による摩擦力も溶滴表面へ有効に作用
し、溶滴のワイヤ端からの離脱を助ける。

マグ溶接の溶滴移行形態は、シールドガス組成と溶
接電流値によって図 3.108 のように変化する。小電
流・低電圧域ではシールドガス組成に関係なく短絡移
行となり、ワイヤの先端部に形成された小粒の溶滴が
溶融池へ接触（短絡）する短絡期間と、それが解放さ
れてアークが発生するアーク期間とを比較的短い周期

（60～120 回 / 秒程度）で交互に繰り返す。中電流・
中電圧域では、シールドガスに CO2 混合比率が 28%
以下の Ar+CO2 混合ガスを用いると、溶滴移行形態
はドロップ移行となる。ワイヤ端にはワイヤ径より大
きい径の溶滴が形成されるが、その移行は比較的ス
ムーズでスパッタの発生も少ない。しかし CO2 混合
比率が 28% を超えると溶滴移行形態は反発移行とな
り、大隗の溶滴がワイヤ端に形成され、アーク反力に
よる強い押上げ作用の影響を受けて不規則で不安定な
挙動を示す。大電流・高電圧域では、電磁ピンチ力が
強力に作用してワイヤ先端部の溶融金属を先鋭化させ
るため、溶滴移行形態はスプレー移行となる。グロ

表 3.14　溶滴移行におよぼすシールドガスの影響
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ビュール（ドロップ）移行からスプレー移行へ推移す
る電流値は臨界電流と呼ばれ、その値は Ar への CO2

混合比率が多くなるほど大きくなる。ただし大電流・
高電圧域であっても、CO2 混合比率が 28% を超える
シールドガスを用いると溶滴のスプレー移行化は実現
せず、移行形態はグロビュール（反発）移行のままで
臨界電流は存在しない。

ワイヤ径 1.2mm のソリッドワイヤを用いた炭酸ガ
ス溶接におけるスパッタ発生量の一例を図 3.109 に示
す。溶接電流 200A 未満の電流域では、ワイヤ先端に
形成される小径の溶滴が移行する短絡移行となるた
め、スパッタの発生量は比較的少ない。しかし溶接電
流が 200A を超えると、溶滴の移行形態はグロビュー
ル移行（反発移行）となり、ワイヤ先端に形成される
溶滴は大隗となって溶融池へ移行する。そのため多量
のスパッタが発生するようになり、その傾向は溶接電
流の増加と共に著しくなるが、溶接電流が 300A を超
えるとスパッタの発生はやや減少する。溶接電流
300A 以上の電流域になると、電磁ピンチ力の増大が
溶滴の大径化をやや抑制するようになり、比較的小粒
の溶滴が不規則に移行するようになる。その結果、短

図 3.108　マグ溶接の溶滴移行形態

絡時間が短く、短絡回数が多くなり、スパッタ発生量
は減少する傾向を示す。

マグ溶接におけるスパッタの発生には、ワイヤ先端
に形成された溶滴の溶融池への短絡が大きく関与す
る。炭酸ガス溶接の等価回路は図 3.110（a）のように
表され、アーク長などによって多少変化するが、アー
クの抵抗値は 0.4～0.7 Ω程度、短絡時の抵抗値は 0.03
～0.08 Ω程度である。そのため、ワイヤ先端に形成さ
れた溶滴が溶融池へ短絡すると、抵抗値が減少するた
め溶接電流は増加し、短絡が解放されてアークになる
と抵抗値が増加して、溶接電流は減少する。溶融池と
短絡（接触）した溶滴は、表面張力や電磁ピンチ力の
作用で溶融池へ移行し、溶滴と溶融池の橋絡部にはく
びれが発生する。断面積が減少したくびれ部では電流
密度が増加するため、橋絡部のくびれの進展は一層促
進され、過電流状態となったくびれ部は溶断されて
アークが発生（再生）する。この時、ヒューズの溶断
時にその一部が周辺に飛び散るのと同様に、溶滴や溶
融池の一部が周囲に飛散しスパッタとなる。

炭酸ガス溶接で発生するスパッタの発生形態は、一
般に、図 3.111 のように分類されている。 （a）、（b）
および（c）はアーク再生時のヒューズ作用によって
発生する現象で、（a）は上述したアーク再生時の
ヒューズ作用によって発生するもの、（b）は極めて
短時間の短絡（瞬間的短絡）の解放時に通電される大
電流に起因したアーク力によって発生するもの、（c）
は埋もれアークの短絡時に溶融池が大きい盛り上がり
を生じて発生するものである。（d）および（e）は溶
滴・溶融池からの気泡放出によって発生する現象で、

（d）は溶融池あるいは溶滴からの気泡の放出にとも
なって生じる柱状隆起から発生するもの、（e）は溶滴
中に含まれたガスが膨張・爆発して発生するものであ
る。 （f）および（g）はアーク力そのものによって溶
滴が飛散する現象で、（f）はアークの押し上げ作用を
受けて大塊となった溶滴から発生するもの、（g）は

図 3.110　スパッタの発生原理

図 3.109　溶接電流とスパッタ発生
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電極 - 溶滴 - 母材間に直列アークが形成されて発生す
るものである。

炭酸ガス溶接の導入当時は、これらのスパッタのう
ちの（c）、（f）および（g）によるスバッタの発生が
著しいとされていた。しかし、その後の溶接電源やワ
イヤなどの改良・改善によってスパッタの発生は大幅
に抑制され、近年では図 3.112 に示す 4 種類が主な発
生形態となっている。（a）は短絡の解放に伴って発生
するスパッタ、（b）はアーク期間中の溶滴が極めて
短い時間（1～2ms 以下）溶融池へ接触する瞬間的短
絡によって生じるスパッタ、（c）は溶滴中に生成した
ガスの急激な膨張によって、あたかも風船の破裂のよ
うに、溶滴内でのガス爆発が生じ、その一部がスパッ
タとなるもの、（d）は溶融池からのガス放出に伴っ
て発生するスパッタを示している。なお従来問題視さ
れていた、アークの押し上げ作用を受けて大塊となっ
た溶滴から発生するスパッタ（前掲図 3.111（f））や、
電極 - 溶滴 - 母材間に直列アークが形成されて発生す
るスパッタ（前掲図 3.111（g））は、ほとんど認めら
れなくなっている。

図 3.112 に示した 4 種類のスパッタの発生頻度は図
3.113 のようであり、小電流域では短絡の解放に起因
したスパッタが大部分を占めるが、中電流域では短絡

図 3.111　スパッタの発生形態 30）

図 3.112　マグ溶接のスパッタの発生形態

解放時のスパッタの他に、瞬間的短絡によって発生す
るスパッタの比率がかなり高くなる。溶滴内のガス爆
発に起因したスパッタは電流値が変化してもほとんど
変わらないが、溶融池のガス放出に伴うスパッタは電
流値によって異なる。これはワイヤの種類によるもの
で、YGW11 ワイヤに添加されているチタン（Ti）の
効果である。

3.6.3　電流波形制御によるスパッタの低減
マグ溶接で発生するスパッタは直流リアクタのイン

ダクタンスと密接に関係し、図 3.114 に示すように、
サイリスタ制御などの電源では、電源回路のインダク
タンスが大きいものほどスパッタの発生量は減少す
る。この傾向は溶接電流値が異なっても同様である。
一方、溶接電流波形とインダクタンスの関係は表 3.15
のようであり、インダクタンスが小さい場合は電流変
化が大きく、短絡解放時のピーク電流が高くなる。こ
れがスパッタ増大の主要因である。反対に、インダク
タンスが大きい場合は電流変化が抑制され、短絡解放
時のピーク電流も低くなるため、短絡の解放に起因し
たスパッタは減少する。短絡回数が比較的少ない大電
流域の溶接では、このような電流変動の少ない直流に
近い電流波形の方が良好な溶接結果が得られる。しか
し短絡回数が多くなる小電流域では、短絡解放に長い

図 3.113　マグ溶接におけるスパッタの発生頻度

図 3.114　 スパッタ損失におよぼすインダクタンスの
影響 30）
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時間を必要とするため、溶融池の温度低下などが生じ
てアークの安定性は損なわれ、良好な溶接結果は得ら
れない。

すなわちサイリスタ制御などの従来制御電源では、
スパッタの低減およびアークの安定性確保それぞれの
立場からすれば不十分であるが、両者ともにほぼ満足
できる中間的なインダクタンスを微妙に選定し、小電
流から大電流に至る全溶接電流範囲に対して、多少の
不満足さを含みながらも使用に耐えられる特性を実現
していた。

わが国におけるインバータ制御電源（後述 4.4 節参
照）は、1982（昭和 57）年にティグ溶接電源として
初めて開発された。そして、その翌年にはインバータ
制御を採用したマグ溶接電源も出現した。インバータ
制御電源では、サイリスタ制御電源（後述 4.3 節参照）
の百倍以上の速度で出力を制御することが可能である
ため、電子回路で電流の変化速度（di/dt）を任意に
コントロールすることが可能である。そこでインバー
タ制御マグ電源では、スパッタと密接に関係する電流
の変化速度を電子回路で任意に制御する“電流変化速
度の電子制御方法”が採用された。

図 3.115 はその代表例を示したもので、トレース方

表 3.15　インダクタンスの影響

式（a）はあらかじめ定められた基準波形と一致する
ように電流をトレースして短絡電流を制御する方法で
ある 31）。電流値微分方式（b）では、溶接電流の検出
値（i）を短絡期間とアーク期間それぞれに対応する
微分回路へ入力し、微分回路を通して得られた電流の
変化量（di/dt）が基準値と一致するように、短絡期
間およびアーク期間の出力をそれぞれフィードバック
制御する 32）。またリアクタ電圧利用方式（c）は、直
流リアクタの 2 次巻線の端子電圧（e2= － L2（di/
dt）：L2 は 2 次巻線のインダクタンス）を利用して、
等価的な電流変化速度（di/dt）を検出し、その値を
用いて電流の増減速度を制御する方法である。

電流変化速度制御の作用は図 3.116 のようであり、
溶接電源の前面パネル上に設けられた電流波形制御ダ
イヤルの操作で電流増減速度を任意に設定して、アー
ク状態、スパッタ発生量およびビード形状などを広範
囲に選定することができる。また電流変化速度制御を
採用したマグ溶接電源では、表 3.16 に示すように、
溶滴の移行形態が異なる電流域に対応して、電流変化
速度（di/dt）が自動的に最適値へ切り換わるように
設計されている。電子制御による di/dt の最適化に
よって得られるスパッタの低減効果は図 3.117 のよう
であり、スパッタ発生量はサイリスタ制御電源の 1/3
～1/2 程度に低減され、特に溶滴がグロビュール移行
する中・大電流域での効果が顕著である。

図 3.116　電流変化速度 (di/dt) 制御の作用

表 3.16　電流変化速度の電子制御

図 3.115　電流変化速度の制御方法
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上述のように、インバータ制御の高速制御性を活用
した電流変化速度の電子制御によって、炭酸ガス溶接
のスパッタは大幅に低減された。しかし、さらにス
パッタの発生を抑制する手法が、1985（昭和 60）年
に提案され“センサーク”という商品名で市販された。
短絡とアークは、アーク電圧と判定電圧（Vj:10～15V
程度）との大小を比較することによって容易に判別で
きる。ところがセンサークで採用された手法は、短絡
からアークへ移行する直前のタイミングを出力制御に
用いるというものであった。短絡からアークへ移行す
る現象の詳細は図 3.118 のようであり、短絡時間の経
過に伴って溶滴の溶融池への移行が進行する。そし
て、溶滴が溶融地へ完全に橋絡（ブリッジ）した後も
溶滴の溶融池への移行は進行するため、溶滴には「く
びれ」が発生し、このくびれが進展し続けて細くなっ
た橋絡部が溶断してアークが再生する。

溶滴と溶融池の橋絡部にくびれが発生すると、その
断面は減少するため抵抗値は増大し、直線的に増加し
ていた電圧波形は丸みを帯びるようになり、電圧の変
化量（dv/dt）が変化する。すなわち、短絡期間中の
dv/dt 変化点を検出することによって、橋絡部にくび
れが発生したことを検出できる。センサークに用いら

図 3.117　出力制御方法とスパッタ発生量

図 3.118　溶滴の短絡移行詳細

れた電流の制御方法とその溶接電流およびアーク電圧
波形は図 3.119 のようであり、それぞれのタイミング
で次の 7 種類の電流制御を行う 33）。

①短絡初期電流低下制御：短絡開始時の電流を低
下させて、瞬間的短絡の発生を抑制する。

②溶融池との橋絡促進制御：小電流を保持して、
溶滴と溶融池との短絡を強固にする。

③短絡解放電流供給制御：短絡を解放するための
電流を供給する。

④短絡電流の制限：短絡時間が長くなると、短絡
電流の上限値を抑制する。

⑤くびれ検出による電流低下制御：くびれを検出
して電流値を低減させ、小電流でアークを点弧
する。

⑥アーク再生電流抑制制御：アーク再生後の電流
値を、所定値以下に制限する。

⑦大粒スパッタ抑制制御：電流減少速度の適正化
で、瞬間的短絡による大粒スパッタの発生を抑
制する。

インバータ制御電源の登場によって、直流リアクタ
の特性で支配されていたスパッタの発生現象を、電子
回路で制御する手法が開発された。しかし、図 3.120
の上段に示すように、この方法も直流リアクタの作用
に基づいた出力制御方法であり、溶接電流の増減速度
適正化を課題としたものであった。ところが上記セン
サークの出現によって、溶接電流の制御方法は溶接現
象そのものに密着したものとなり、マグ溶接そのもの
の特性改良を目的とした種々な出力制御方法が、他の
溶接電源メーカでも開発された。図 3.120 の下段は、
各社で開発された電流波形の制御方法をまとめたもの
である。
“短絡電流増加遅延制御”は、短絡初期の所定時間

中は電流の増加を抑制して溶滴と溶融池の接触を確実

図 3.119　“ センサーク ” の電流波形制御 33）
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にし、主に瞬間的短絡の発生を防止する制御である。
“電流増加速度制御および短絡電流増加抑制制御”は、
短絡時に通電される電流を必要最小値に抑えるための
制御、“アーク再生電流制御”は、短絡解放直前の電
流値を低下させるための制御であり、それぞれアーク
再生に伴うスパッタの抑制が目的の制御である。また

“短絡強制解放制御”は、異常短絡発生時に最大エネ
ルギーを供給して、アーク切れなどの不安定現象を防
止するための制御、“電流減少速度制御および短絡促
進制御”は、異常な溶滴の形成・成長を阻止するため
の制御である。

この種の電流波形制御溶接では、溶接条件や制御パ
ラメータの設定はかなり複雑なものとなるが、目的に
応じた適切な制御パラメータの選定・設定を行うこと
によって、スパッタ発生量の大幅な低減や、溶接速度
が 3m/ 分を越える高速溶接の実現も可能となる。電
流波形制御電源におけるスパッタ発生量は、図 3.121
のようであり、従来制御電源と比較すると、サイリス
タ制御電源の 1/10 以下、インバータ制御電源の 1/5
程度まで減少する。

図 3.121　出力制御方法とスパッタ発生量

マグ溶接のスパッタ低減を目的とした出力制御溶接
法の開発は、他国の追随を許さないわが国電源メーカ
の優位技術であったが、2005（平成 17）年になると、
オーストリアのフローニアス（Fronius）社が出力制
御とワイヤ送給制御を組み合わせた新しいマグ溶接プ
ロセスを開発した。この新プロセスは“CMT（Cold 
Metal Transfer）溶接”と呼ばれ、図 3.122 に示すよ
うに、短絡の発生を検出して溶接電流を小電流まで低
減すると同時に、溶接ワイヤを引き戻す（後退送給す
る）。短絡は機械的に解放されるため、小電流での再
アークが可能となり、スパッタの発生は大幅に抑制さ
れる 34）。この溶接に用いられるワイヤ送給装置の応
答性は、一般的なワイヤ送給装置より 1 桁以上速い数
十 Hz とされており、その応答性向上が溶接プロセス
の特性に大きく寄与している。

しかし、上述した電流波形制御溶接や CMT 溶接プ
ロセスは、主に溶滴が短絡移行する小電流域での溶接

（直径 1.2mm 鋼ソリッドワイヤの場合、溶接電流
200A 程度以下／あるいはワイヤ送給速度 7m/min 程
度以下での溶接）を対象としたものであり、溶滴移行
がグロビュール移行、特に反発移行となる中電流域の
炭酸ガス溶接に対しては十分な効果が得られるとは言
えない。この問題に対しては 2010（平成 22）年に、
図 3.123 に示すような新しい電流波形制御溶接方法が
提案されている。この溶接法では、従来の短絡電流立
ち上がり遅延制御、アーク再生電流制御など（前掲図
3.120 参照）の他に、溶滴の押上作用を抑制する制御
を付加している。アーク再生直後の溶滴が形成される
期間では、溶滴がアークによる強い押し上げ作用を受
けて不規則な挙動を示して、スパッタ発生の大きい要

図 3.122　CMT（Cold Metal Transfer）プロセス

図 3.120　マグ溶接における電流波形制御

図 3.123　新電流波形制御
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因となる。その不規則な溶滴挙動を規則化することを
目的として、アーク再生直後の電流を規則的に増減さ
せ、アークによる押し上げ作用を分散させながら溶滴
を形成する。このような出力制御は、溶接電源のデジ
タル化（後述 4.4.4 項参照）に伴う出力制御の高速化
によって可能となったものである。新しい電流波形制
御の効果の一例を示すと図 3.124 のようであり、上述
した電子リアクタ制御電源に比べると、スパッタ発生
量は 1/5 程度まで減少し、特に大粒のスパッタ発生量
が激減していることが分かる。

3.6.4　ファジィ制御による溶接条件の適正化
わが国産業界における労働力不足は 1986（昭和 61）

年以来深刻な問題となったが、溶接業界では特にこの
傾向が強く、1990（平成 2）年の労働省職業能力開発
局調査では、在職する溶接作業者約 21 万人に対して
約 6 万人の不足が報告されている。とりわけ高度技能
を持った熟練溶接作業者の不足は深刻で、在職者 38.5
千人に対して、その 46.5% に当たる 17.9 千人が不足
しているという状況であった。また、溶接作業者の高
齢化という問題もあった。このような状況に対応する
ために、1990（平成 2）年頃には、経験の浅い溶接作
業者でも熟練作業者と同レベルの溶接が行えるよう
に、溶接電源の知能化による脱技能化が積極的に推進
された。そのために採用された手法がファジィ制御で
あり、そこで用いられたファジィ推論は「定性的な理
解は比較的容易であるが、定量的な理解は相当困難で
ある」事象・現象を取り扱うには便利な手段である。

電極 - 母材間距離（Ext）は、特別な場合を除き、
一定に保って溶接を行うことが原則であるが、実溶接
施工ではワーク形状の複雑さなどが原因で一定に保て
ないことも多い。そのような場合、溶接作業者は溶接
条件の微調整を行う。Ext が伸びるとワイヤ送給量を
増加させ（溶接電流を大きくし）、逆に短くなるとワ

図 3.124　スパッタ発生量の比較

イヤ送給量を減少させる（溶接電流を小さくする）。
その際、微調整によって生じる溶着量や溶込み深さの
変動が、溶接継手の強度に悪影響を及ぼさないように
しなければならない。すなわち、微調整量をどの程度
にするかは極めて重要な事項であるが、多くの場合は
溶接作業者の経験や勘に頼っている。

このような溶接作業者の経験や勘に頼っていた溶接
条件の微調整に、図 3.125 に示すようなファジィ制御
が適用された。Ext が長くなれば溶接電流は小さくな
り、その状態でワイヤ送給量を多くすると溶接電流が
大きくなることは定性的に分かっている。しかし溶接
電流値によって溶滴移行形態が異なるため、3 者

（Ext、溶接電流およびワイヤ送給量）の関係を定量
化することは極めて困難である。ファジィ推論はこれ
ら 3 者の関係を定量化するために適用された。溶接条
件の設定は遠隔制御器などを使って、電流指令値や電
圧指令値を変更することで行われるが、電流指令値

（ワイヤ送給速度指令値）が変更されるごとに、ファ
ジィ推論Ｉで基準 Ext を推定し、最新の値を記憶す
る。それと同時に基準 Ext を基にしてこの時の脚長
を表す脚長係数を推定し、以降の制御の基準となる値
を決定する。溶接中はファジィ推論 I で推定した Ext
と先に求めた基準 Ext とを比較し、両者の値が異なっ
ていると、脚長係数に基づいて脚長を一定にするため
に必要なワイヤ送給量をファジィ推論 II で決定する。
また、その状況に応じた適正電圧も決定して同時に出
力電圧を制御する。以上のようなファジィ推論と制御
とを溶接中は常時繰り返して実行することによって、
適切な脚長の制御を行うことができる 35）。

マグ溶接では、溶接電流に応じた適正アーク電圧の
設定を一元的に行う機能（一元制御）を持った溶接電
源の採用が大部分を占めている。しかし一元制御と
いっても、ワイヤ突出長さ、溶接速度あるいは溶接

図 3.125　ファジィ制御による溶接電流補償 35）
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ケーブル長などが変化すると、実際の施工条件に応じ
たアーク電圧の微調整が必要となる。また、溶接の進
行に伴う溶接部材状況の変化などによって、溶接条件
を再設定しなければならない事態も発生する。このよ
うな問題に対して開発された手法が、図 3.126 に示す、
短絡時間率によるアーク電圧の自動設定である。短絡
移行マグ溶接では、ワイヤを溶融して溶滴を形成する
アーク期間と、これを溶融池へ移行させる短絡期間が
所定の周期（短絡周期）で繰り返される。そして、こ
の短絡時間比率（短絡時間 / 短絡周期）は、適正アー
ク電圧が変化してもほとんど変化しない。したがっ
て、溶滴移行形態が異なる溶接電流に応じてこの短絡
時間比率が適正な値となるように、ファジィ推論を利
用して電源の出力電圧を自動的に調整する。このよう
なファジィ制御の採用によって出力電圧は適正値に自
動調整され、常に良好な溶接条件を維持できる。ま
た、溶接速度の変化に応じて、常に適正なアーク状態
となるように出力電圧が自動調整され、溶接速度が速
くなっても良好なビード外観が得られるなど、溶接品
質の向上・ 安定化に著しい効果が得られる 36）。

図 3.127 も、ファジィ制御を用いて適正アーク電圧
を自動設定する方法である。溶接時のアーク電圧波形
から、短絡周期ごとの短絡時間（Ts）およびアーク
時間（Ta）を検出する。そして、それらの標準偏差

図 3.126　短絡時間率によるアーク電圧の自動設定 36）

s[Ts] および s[Ta] を演算し、これらをパラメータと
したファジィ推論によって出力電圧の増減操作量（⊿
V）を求めることによって、適正アーク電圧を自動設
定する。ファジィ推論による適正アーク電圧の自動設
定結果の一例を示すと図 3.128 のようであり、初期設
定値がどのような値であっても、1～3 回の推論によっ
て適正値の± 0.5V 以内に収束している。

3.6.5　低周波交流マグ溶接
自動車ボデーなどの溶接には抵抗スポット溶接が多

用されているが、抵抗スポット溶接ではワークを両面
から挟み込むことが必要であり、部位によっては電極
を挿入するための作業穴を設けるなどの対策を講じる
ことが必要となる。一方、マグ溶接は片面作業で作業
穴などの設置を必要としないが、近年の車体の軽量化
を目的とした鋼板の薄肉化に伴い、相対的な入熱過大
に起因した溶接金属の溶落ち（穴明き）を生じやすい
といった問題がある。したがって、自動車ボデーなど
板厚 1mm 以下の極薄鋼板にアーク溶接を適用するた
めには、溶接金属の溶落ちや穴明きを生じない溶接方
法を開発することが必要である。このような課題に対
して開発された手法が、1999（平成 11）年に開発さ
れた“低周波交流マグ溶接”である。極薄鋼板（板厚
1mm 以下）のアーク溶接では継手の熱容量が小さい
ため、表 3.17 に示すように穴明きや溶落ちが極めて
生じやすい。特にギャップが大きくなるほどその傾向
が著しく、一般に、溶落ちや穴明きを生じない限界
ギャップは板厚の 1/2 以下とされている。

表 3.18 は極薄亜鉛めっき鋼板に対するアーク溶接
の適用性を比較した一例で、直流パルスマグ溶接、交

図 3.128　 適正アーク電圧の自動設定結果（溶接電流
180A）

図 3.127　適正アーク電圧の自動設定方法
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流パルスマグ溶接、交流／直流複合バルスマグ溶接
（これらの溶接方法については後述の 3.7 節で詳述す
る）および低周波交流マグ溶接など 6 種類の電流波形
が、穴明きなどにおよぼす影響をまとめたものであ
る。比較的長時間の短絡など溶融池に強い圧力や振動
が加わると、シャボン玉の破裂と同様に、溶接ビード
の溶落ちや穴明きが発生しやすい。そのため、溶接電
流の急激な変化に起因して生じるアーク圧力の変化が
比較的大きい直流パルス溶接や交流パルス溶接より、
その変化が比較的小さい直流マグ（パルスなし）溶接
の方が溶落ち・穴明きの抑制に対して効果がある。ワ
イヤの溶融速度は、図 3.129 に示すように、極性に
よって異なる。例えば、ワイヤ径 0.6mm のソリッド
ワイヤを用いて溶接電流 50A の溶接を行う場合、ワ
イヤをプラス（DCEP）とする通常の直流マグ溶接で
のワイヤ溶融速度は約 7.8m/min である。それに対し
て、ワイヤをマイナス（DCEN）とした直流マグ溶接
でのワイヤ溶融速度は約 9.5m/min まで増加する。し
たがって、EP 極性と EN 極性を数 Hz で交互に繰り
返す低周波交流マグ溶接では、ワイヤ溶融量が増加

し、母材への入熱を低減できるため、極薄板の溶接で
は溶落ちや穴明きを生じにくく、最も良好な溶接結果
が得られる。

電流波形を交流にすると、穴明きの防止・ギャップ
に対する橋絡（ブリッジ）性の向上などの効果が得ら
れることの他に、EP/EN 極性時間比率を変化させる
ことによって、溶込み深さやビード形状を制御するこ
とが可能となる。表 3.19 は 2mm のルートギャップを
有する板厚 0.6mm の亜鉛めっき鋼板重ねすみ肉継手
の溶接結果を示す一例で、直流マグ溶接では溶接開始
直後に溶落ちが発生して良好な溶接結果は得られない
が、低周波交流マグ溶接では過大なルートギャップが
存在するにもかかわらず、良好な溶接ビードを形成で
きる。断面マクロを比較すると、直流マグ溶接では溶
接金属の大部分が裏波として裏面に垂れ下がってい
る。しかし低周波交流マグ溶接では、溶接金属の一部
が裏波として裏面に出ているのみで、溶落ちや穴明き
を生じる気配はほとんどない。

低周波交流マグ溶接電源の構成は図 3.130 のようで

図 3.129　ワイヤ溶融速度におよぼす極性の影響

表 3.19　極薄板の重ねすみ肉溶接

表 3.17　極薄板の直流マグ溶接

表 3.18　 極薄 Zn めっき鋼板のマグ溶接に関する検討
結果
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あり、EP 極性時と EN 極性時でのワイヤ溶融速度の
アンバランスによって生じるアーク長の変動を防止す
るために、EN 極性時の出力設定を EP 極性時より低
くする調整機能が設けられている。また交流周波数、
EN 極性時間比率も任意に設定できるようになってい
る。低周波交流マグ溶接の自動車ボデーへの適用結果
の一例を図 3.131 に、介護ベッド部品への適用状況を
図 3.132 に示す。

図 3.132　カールボトムの溶接

図 3.131　 低周波交流マグ溶接の適用箇所（81ヶ所・
約 1,900mm）

図 3.130　低周波交流マグ溶接電源の構成

3.7.1　パルスマグ・ミグ溶接の開発経過
パルスマグ・ミグ溶接法は、臨界電流以上の大電流

を通電する期間とアークを維持するために通電する小
電流の期間とを、それぞれ所定の周期で交互に繰り返
して溶接する溶極式のガスシールドアーク溶接法であ
る。ワイヤ先端に形成された溶滴は、溶融池へ短絡す
ることなくワイヤ端から離脱して母材（溶融池）へ移
行するため、スパッタをほとんど発生させない溶接が
可能となる。

このような溶極式パルスアーク溶接法は、英国溶接
研究所（TWI）のニーダム（J. C. Needham）が、小
電流域でのアルミニウム溶接で溶滴移行を安定化する
手法として 1962（昭和 37）年に発表したことに始ま
る 37）。そして 1965（昭和 40）年には、パルス電流波
形によって溶滴の移行特性が変化することを報告して
いる 38）。当時使用された溶接電源は、商用交流を半
波整流したパルス波形を出力するセレン整流式電源で
ある。パルス電流のピーク値のみを変化させることが
可能で、パルス幅およびパルス周波数は一定値に固定
されていた。また、米国・エアコ（Airco）社のアン
ダーソン（Anderson）も、小電流に周期的なパルス
電流を重畳することによって、ワイヤ端に形成された
融滴を 1 個ずつ溶融池へ移行させるパルスミグ溶接法
を開発し、1963 （昭和 38） 年に特許を取得している。
1965（昭和 40）年頃には、このようなパルスアーク
溶接についての研究が活発に行われ、溶滴移行に関す
るいくつかの基礎的な報告が精力的になされた 39）。
ところが、この溶極式パルスアーク溶接法について
は、彼らより早い 1962（昭和 37）年に大阪変圧器が
すでに特許を取得していた 5）。当時のパルス電流発生
装置の一例を図 3.133 に示す。小電流（ベース電流）
を通電する直流定電圧電源と、パルス電流を付加する
単相直流電源（パルス電流発生装置）とが並列に接続
された構成となっている 19）。

その後、パワーエレクトロニクス技術の発展にとも
ない、1960 年代後半には出力をサイリスタで制御す
る溶接電源の開発が行われ、サイリスタによる点弧位
相制御を採用した定電圧特性電源が市販されるように
なった。そして 1975（昭和 50）年頃には、サイリス
タ制御のパルスマグ・ミグ溶接電源も市販品として製
品化され、広範囲な産業分野でパルスマグ・ミグ溶接
が使用される基礎を築いた。サイリスタ制御の導入に
よって、パルス電流のピーク値とパルス幅を変化させ

3.7 パルスマグ・ミグ溶接
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ることが可能となった。しかし､ その変化はパルス変
圧器の出力特性に依存した点弧位相制御であり､ パル
ス電流のピーク値と幅は連動して正弦波上を移動す
る。そのため、それぞれの因子を独立に変化させるこ
とはできなかった。また電源の構成上、パルス周波数
は商用周波数またはその倍数に限定され、適切なパル
ス溶接条件の選定・設定には相当な熟練を必要とし
た。

トランジスタを出力制御に用いた溶接電源は 1975
（昭和 50）年に開発され､ 高速かつ精密な出力制御が
可能なシリーズ・レギュレータ方式のユニバーサル電
源として、主に研究・開発分野で大いに活用され
た 40）。このトランジスタ制御電源の出現により、パ
ルス電流のピーク値、パルス幅およびパルス周波数な
どのパルスパラメータは、それぞれ独立かつ任意に設
定・変化させることが初めて可能となった。そしてワ
イヤの材質、径およびシールドガス組成などに応じ
て、適切なパルスパラメータ（パルス電流、パルス幅
ならびにベース電流）を選定し､ ワイヤ送給量に応じ
てパルス周波数（ベース時間）のみを変化させるパル
スアーク溶接法が、TWI のアミン（M. Amin）らに
よって提案された。このパルスアーク溶接法では､ い
ずれの電流域においてもパルス周期に同期した溶滴移
行いわゆる 1 パルス 1 溶滴移行を実現できることが報
告され､ このパルス溶接方法は“シナージックパルス

（Synergic Pulse）溶接”と名付けられた 41）。
上記シリーズ・レギュレータ方式のトランジスタ制

御電源は高機能・高性能な溶接電源として重宝された
が､ 汎用溶接電源として広い範囲で使用するには高価
過ぎるという問題があった。しかしトランジスタ制御
電源の低価格化という課題は、大容量トランジスタの
開発とチョッパ制御方式の導入によって解決された。
低価格のトランジスタ・チョッパ制御パルスマグ溶接

電源が、1980（昭和 55）年にわが国で世界に先駆け
て開発され、市販されるようになった。この種のトラ
ンジスタ制御パルスマグ溶接電源には、パルスに同期
した溶滴移行（1 パルス 1 溶滴移行）の安定化を目的
として、電流を正確に制御できる定電流特性が採用さ
れた。しかし定電流特性電源では、定電圧特性電源の
ようなアーク長自己制御作用は得られない。そのため
アーク電圧をフィードバックして、パルス幅あるいは
パルス周期（ベース時間）などを増減させることに
よって、アーク長を所定の長さに保つ定アーク長制御
方式が導入された。この定アーク長制御については後
述 3.7.4 項で詳述する。

しかし当時のパワーエレクトロニクス技術の進展は
目覚ましく、トランジスタ・チョッパ制御電源はわず
か数年で姿を消すこととなった。そして、新しく登場
したインバータ制御電源がパルスマグ・ミグ溶接電源
においても主流を占めるようになった。1987（昭
和 62）年に開発されたインバータ制御パルスマグ・
ミグ溶接電源では、アーク長自己制御作用を活用でき
る定電圧特性が採用され、従来の定アーク長制御を省
略するとともに、ベース期間などで発生する短絡にも
スムーズに対応できるようになった。さらに 1989（平
成 1）年には、定電流特性のパルスマグ・ミグ溶接電
源で最も問題となっていたベース期間中に発生した短
絡に対応するために、短絡を検出してその短絡解放電
流を供給する短絡補償制御が開発された。

パルスマグ・ミグ溶接電源のインバータ制御化以
降、パワーエレクトロニクス技術・電子制御技術・デ
ジタル制御技術の著しい進展を背景にして、その高性
能化・高機能化が次々に推進され、2 種類のパルス波
形を所定の周期で切り替える低周波パルス重畳制御、
ベース期間を EN 極性とする交流パルスマグ・ミグ溶
接、直流パルスと交流パルスを所定の周期で交互に切
り替える交流 / 直流複合パルスマグ・ミグ溶接、微小
短絡を検出してアーク電圧を適正値に自動設定する機
能を持つパルスマグ溶接電源などが次々に開発され
た。そして近年では、出力をより高速・精密に制御す
ることが可能なデジタル制御を採用して、ワイヤの材
質に応じて異なったパルス電流波形を出力するパルス
マグ・ミグ溶接電源も出現している。

3.7.2　パルスマグ・ミグ溶接の原理
マグ溶接およびミグ溶接で発生するスパッタの大部

分は、ワイヤ先端に形成された溶滴と溶融池との短絡
に起因したものである。したがって溶滴を短絡させず
にワイヤ端から離脱させて、溶融池へ移行させること

図 3.133　パルス電流発生装置 19）
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ができれば、スパッタの発生を大幅に低減できる。こ
のような観点から開発された溶接法がパルスマグ・ミ
グ溶接であり、溶滴のスプレー移行（前述 2.2.3 項参
照）現象を利用するために、電流波形を図 3.134 のよ
うに制御する。臨界電流以上の大電流を通電する期間

（パルス期間）では、ワイヤを溶融してその先端部に
溶滴を形成し、電磁ピンチ力を利用して、その溶滴を
ワイヤ端から離脱させる。ワイヤ端から離脱した溶滴
は、パルス期間後半から小電流が通電されるベース期
間前半にかけて溶融池へ移行する。ベース期間中は
アークを維持するために必要な最小限の電流を通電す
るが、通常、この期間中にワイヤの溶融はほとんど生
じない。溶滴は溶融池と短絡（接触）することなくワ
イヤ端から離脱して母材（溶融池）へ移行するため、
短絡の解放に伴うスパッタの発生はほとんどなく、ス
パッタ発生量が極めて少ない溶接が可能となる。

パルス電流波形を設定するには少なくとも 4 種類の
波形パラメータの設定が必要であり、通常、パルス電
流（Ip）、ベース電流（Ib）、パルス時間（またはパル
ス幅：Tp）およびベース時間（Tb）の 4 種類が用い
られる。ベース電流およびその時間は、それぞれバッ
クグラウンド電流、バックグラウンド時間と呼ばれる
こともある。また、時間に関するパラメータとしてパ
ルス周波数も頻繁に使用されるが、パルス周波数はパ
ルス周期（T：パルス時間とベース時間の和）の逆数

（1/T）であり、1 秒間に発生するパルスの個数を表す
値である。

パルス溶接における溶接電流の表示には平均溶接電
流（Iav）を用いるが、これはパルス電流（Ip）とパ
ルス時間（Tp）の積（Ip × Tp）とベース電流（Ib）
とベース時間（Tb）との積（Ib × Tb）の和を、パ
ルス周期（T）で除したものであり、下式で算出され、
1 パルス周期中に通電される電流の平均値を示す。

図 3.134　パルスマグ溶接・パルスミグ溶接

　　平均溶接電流（Iav） =
（Ip × Tp ＋ Ib × Tb） / （Tp ＋ Tb）

溶滴の移行形態を大きく左右する電流波形パラメー
タは、パルスの高さ（Ip）とその幅（Tp）である。
パルス電流に同期してワイヤ端から 1 個の溶滴を離脱
させるための適正パルス条件（パルス電流とパルス期
間の適切な組合せ）は、一般に図 3.135 に示すような
右下がりの領域となる。すなわちパルス電流が大きい
場合にはパルス期間を狭く、パルス電流が小さい場合
にはパルス期間を広くすることによって、パルス電流
に同期して 1 個の溶滴がワイヤ端から規則的に離脱す
る溶滴移行形態である“1 パルス 1 溶滴移行”を実現
できる。適正パルス領域より左下の領域では、溶滴の
形成・離脱に必要なパルスエネルギーが不足するた
め、パルスに同期した溶滴移行は得られず、数回のパ
ルスで 1 個の溶滴がワイヤ端から離脱する“ｎパルス
1 溶滴移行”あるいは溶滴が溶融池と接触して移行す
る短絡移行となる。適正パルス領域より右上の領域で
は過大なパルスエネルギーが加えられ、1 回のパルス
で数個の溶滴がワイヤ端から離脱する“1 パルスｎ溶
滴移行”となる。この領域での溶滴は溶融池との短絡
を生じないため実用性があるように思われるが、溶滴
離脱後のワイヤ端に残存する溶融金属量は必ずしも一
定せず、各パルス周期で移行する溶滴の大きさや個数
が変動してアークは安定性・規則性に欠ける。

溶接電流、アーク電圧を変化させた場合の適正パル
ス領域は図 3.136 のようであり、溶接電流が変化して
も適正パルス領域はほとんど変化しない。アーク電圧
が変化すると適正パルス領域も変化するが、その変化
は高エネルギー側（適正パルス領域の右上側）の上限
値のみであり、低エネルギー側（適正パルス領域の左

図 3.135　適正パルス条件
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下側）の下限値は変化しない。高エネルギー側ではパ
ルスによるワイヤ溶融量が増加して、ワイヤ先端に形
成される溶滴が大きくなる。そのため、アーク電圧が
低く（アーク長が短く）なって溶滴端と溶融池表面と
の間隔が小さい場合には、溶滴がワイヤ端から離脱す
る前に溶融池と短絡して溶滴移行の安定性を乱すこと
となる。したがって、平均アーク電圧（Vav）が低く、
アーク長が短い場合には、適正パルス領域の上限は制
約され、むやみに大きくすることはできない。しかし
アーク電圧が高く（アーク長が長く）なると、ワイヤ
端と溶融池の間には十分な間隔が生じるため、大きい
溶滴が形成されても溶滴は溶融池と短絡する前にワイ
ヤ端から離脱することができようになるため、アーク
電圧を高く（アーク長を長く）するほど適正パルス領
域の上限値は拡大することとなる。

ワイヤ径、材質およびシールドガス組成などに応じ
て適切なパルス電流（Ip）、ベース電流（Ib）および
パルス期間（Tp）を設定すると、溶接電流すなわち
ワイヤ送給速度が変化してもこれらの値を変化させる
必要はない。ベース期間（Tb）のみを変化させるこ
とによって、溶接電流（ワイヤ送給速度）とともにパ
ルス周波数（f：1/（Tp ＋ Tb））が 50～500Hz 程度
の範囲で変化する。その結果、小電流から大電流に至
る全ての電流域で安定したスプレー移行（プロジェク
ト移行）を実現でき、薄板から厚板までの広範囲な継
手への適用が可能となる。このようにパルス周期と溶
滴移行が同期した溶接法を“シナージック（同期した）
パルス溶接”という。

パルス期間中に形成された溶滴を、パルス周期に同
期してワイヤ端から離脱させ、溶融池へ移行させるシ
ナージックパルス溶接においても、ワイヤ送給量

（WF）とワイヤ溶融量（MR）の関係は同様である。
ただし 1 つのパルスで 1 個の溶滴の形成とその離脱を
確実に行うために、パルス電流、ベース電流およびパ
ルス幅は一定として、出力電圧設定ダイヤルで設定さ

れるベース時間（パルス周波数）を WF に応じて変
化させる。すなわち、小電流が通電されるベース期間
中にはワイヤの溶融がほとんど生じないとすれば、図
3.137 に示すように、所定長さのワイヤが送給される
ごとに 1 個のパルスを発生させて、そのパルスで所定
長さのワイヤの溶融と溶滴の形成および 1 個の溶滴の
ワイヤ端からの離脱を行うようにする。溶接電流の設
定値を増 / 減させるとワイヤ送給量（WF）も増 / 減
するが、その変化に応じてベース期間の減 / 増（パル
ス周波数の増 / 減）を行い、所定長さのワイヤが送給
されるごとに 1 つのパルスを発生させるようにする。
そうすると、1 つのパルスで形成・離脱させる溶滴の
大きさは電流値（ワイヤ送給量）に関係なく一定とな
り、いずれの電流域においても均一かつ規則的な溶滴
移行を実現できることとなる。ワイヤ径、材質および
シールドガス組成などに応じた適正なパルス電流、
ベース電流およびパルス幅を選定すると、ワイヤ送給
量が変化してもこれらの値を変化させる必要はない。
ベース時間（パルス周波数）のみを変化させることに
よって、全ての電流域でパルスに同期した 1 パルス 1
溶滴移行を実現することができる。

以上のように、安定した 1 パルス 1 溶滴移行を実現
するためには、パルス電流（電圧）およびパルス幅の
適切な選定が極めて重要であるが、これらの値はワイ
ヤの溶融特性、溶滴のワイヤ端からの離脱特性と密接
に関係するため、ワイヤの材質や径などに応じてパル
ス波形の適正値は異なる。図 3.138 は、主なワイヤに
対する適正パルス電流波形の一例を示したものであ
る。ワイヤの材質が同じであっても、その径が太いも
のほど大きいパルス電流、広いパルス幅が必要であ
る。またワイヤ径が同一であっても、その材質が異な
ると融点・電気伝導度・熱伝導度・粘性などの影響に
よって、適切なパルス電流波形は異なったものとな
る。

図 3.137　 シナージックパルスの原理（1 パルス 1 溶
滴移行の原理）

図 3.136　適正パルス条件領域の比較
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3.7.3　パルスマグ・ミグ溶接の溶滴移行特性
パルスマグ溶接における溶滴移行現象は図 3.139 の

ようであり、Tb 期間（1 コマ目）から Tp 期間に入
るとワイヤ先端部での溶融が始まり（2 コマ目）、そ
の溶融が十分進行した Tp 期間の中盤になると電磁ピ
ンチ力による溶滴のくびれが発生する（3 コマ目）。
Tp 期間の後半では溶滴のくびれが加速度的に進行し

（4 コマ目）、ワイヤ端から離脱した溶滴は溶融池へ移
行する（5 コマ目）。Tb 期間に入るとワイヤはほとん
ど溶融されないため、溶滴離脱後のワイヤ端に残存し
た溶融金属（6 コマ目）は、表面張力の作用でワイヤ
側に引き戻され、ワイヤの先端形状をほぼ半球状に整
形して次のパルスに備える（7 コマ目）。Tb 期間の初
期に整形されたワイヤ端は、その後もほぼ同一の形状
を維持して（1 コマ目）、上述の現象を繰り返す。

　アルミニウムワイヤを用いたパルスミグ溶接におい
ても、図 3.140 に示すように、溶滴はパルスマグ溶接
とほぼ同様の挙動を示すが、融点は軟鋼などに比べて
低いため、小電流しか通電されない Tb 期間中にも少
量のワイヤ溶融が発生し、Tb 期間終了時のワイヤ先

図 3.139　パルスマグ溶接の溶滴移行現象

端に形成される溶融金属量（1 コマ目）は、Tb 期間
前半（7 コマ目）よりやや多くなる。

シナージックパルス溶接では、パルス電流、ベース
電流およびパルス幅を一定として、パルス周波数

（ベース時間）を変化させてワイヤ送給速度の変化に
対応する。溶接電流すなわちワイヤ送給速度が増加す
るにつれて、ベース時間が減少し、パルス周波数が増
大する。ワイヤ送給速度とパルス周波数の値に基づい
て、パルス周期に同期して溶融池へ移行する溶滴 1 個
の径を算出すると表 3.20 のようである。ワイヤ送給
速度をパルス周波数で除して 1 パルス当たりのワイヤ
溶融長さを求め、その溶融長さとワイヤ径から 1 パル
ス当たりのワイヤ溶融体積を計算する。そして溶滴を
球形と仮定し、その溶融体積から溶滴径を算出する。
平均溶接電流の変化に伴ってワイヤ送給速度とパルス
周波数はそれぞれ変化するが、パルスに同期して溶融
池へ移行する溶滴径は、いずれの電流値においても直
径 1.0 ｍｍ程度のほぼ一定値を示している。すなわ
ち、平均溶接電流の増加にほぼ比例してワイヤ送給速
度とパルス周波数は増大するが、移行溶滴径は変化せ
ずほぼ一定の値となる。なお、ここでの移行溶滴径は
ワイヤ径（直径 1.2 ｍｍ）より小さい直径 1.0 ｍｍ程
度となっているが、これは高温粘性が比較的低いワイ
ヤ（JIS YGW17）を用いたためである。一般的なマ
グ溶接ワイヤ（JIS YGW15 あるいは JIS YGW16 ワ
イヤなど）での移行溶滴径は、ワイヤ径にほぼ等しい
値となることが知られている。

表 3.20　パルスマグ溶接の溶滴移行特性

図 3.140　パルスミグ溶接の溶滴移行現象

図 3.138　主なパルス溶接電流波形
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3.7.4　パルスマグ・ミグ溶接電源の出力特性
パルス電流の挙動が溶滴移行の安定性などと密接に

関係するパルスマグ・ミグ溶接では、通常、電流値を
正確に制御することができる定電流特性電源が用いら
れる。しかし定電流特性電源にはアーク長を一定に保
つ自己制御作用（前述 3.5.2 項参照）がない。そのた
め定電流特性のパルスマグ・ミグ溶接電源では、アー
ク電圧を検出し、その値に基づいて平均溶接電流を増
減させることによって生じるワイヤ溶融速度の変化を
利用してアーク長を所定の長さに保つ制御が行われ
る。平均溶接電流を増減させる方法を大別すると図
3.141 のようである。“パルス幅（Tp）変調”は、アー
ク長が伸びて平均アーク電圧（Vav）が高くなると、
パルス周期（T）は変化させずに、Tp を Tp1 に狭め
て平均溶接電流を低下させることによって、ワイヤの
溶融を抑制してアーク長を元に戻す制御である。反対
に、アーク長が短くなって Vav が低くなると Tp を
広くして平均溶接電流を増加させ、ワイヤの溶融を促
進してアーク長を元に戻す。“パルス周波数（T）変
調”では、アーク長が伸びると、Tp は変化させずに、
T を T1 に狭めることによって平均溶接電流を低下さ
せる。またアーク長が短くなると、T を広くすること
によって平均溶接電流を増加させる。“パルス電流

（Ip）変調”は、アーク長が伸びると、T および Tp
はそのままで、Ip を Ip1 まで低下させて平均溶接電流
を減少させ、アーク長が短くなると Ip を増大させる
ことによって平均溶接電流を増加させる。なお、パル
スマグ・ミグ溶接には定電圧特性電源も用いられてお
り、その場合には電源のアーク長自己制御作用によっ
て、パルス電流変調とほぼ同様の挙動を示す。

定電流特性電源と定電圧特性電源のパルスマグ・ミ
グ溶接における特性を比較すると、表 3.21 のようであ
る。定電流特性電源では、溶滴移行と密接に関係する
パルス電流（Ip）およびベース電流（Ib）の値が所定

図 3.141　定アーク長制御

値に制御されるため、溶滴移行の安定性に優れたアー
ク状態が得られやすい。しかし、定電流特性電源には
アーク長の自己制御作用がないため、アーク電圧は
アーク長の変化などの外乱によって変動することとな
り、その変動を抑制するための定アーク長制御を付加
することが必要となる。一方、定電圧特性電源の場
合、パルス電圧（Vp）およびベース電圧（Vb）の値
すなわち平均アーク電圧（アーク長）はほぼ一定に保
たれるが、パルス電流（Ip）およびベース電流（Ib）
は外乱などによって変動する。しかし、この変動は電
源のアーク長自己制御作用に基づく現象で、アーク長
を所定の長さに維持するために不可欠な変動である。
このような Ip と Ib の変動、特に Ip の変動は特別な
定アーク長制御の付加を不要としている重要な要素で
あるが、溶滴移行に直接影響するため、Ip の値を決定
するパルス電圧（Vp）の設定は大きい制約を受ける。

パルスマグ・ミグ溶接では、何らかの原因でパルス
期間中に適切な溶滴移行が行われなかった場合に、
ベース期間中に溶滴が溶融池へ短絡する。ワイヤ端に
比較的大量の溶融金属が取り残された場合、あるいは
アーク長を短くすることによってワイヤ端から溶滴が
離脱するために必要な距離が得られなかった場合など
である。ベース期間中には数十Ａの電流が通電されて
いるが、定電流特性電源の場合は短絡が生じても電流
の増加はほとんどなく、この程度の電流値では短絡の
解放に必要なエネルギーは得られない。短絡の解放
は、次のパルス期間で供給される数百Ａの大電流で行
われることとなる。急峻かつ大電流のパルス電流で短
絡を解放すると、アーク再生時に爆発的な現象が発生
して溶融池へ激しい振動を与え、大粒のスパッタが大
量に発生する。このような問題を解決するために、図
3.142（a）に示すような短絡電流の補償制御が開発さ
れている。ベース期間中に短絡が発生したことを検出

表 3.21　パルス溶接電源の出力制御特性の比較
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すると、溶滴と溶融池が確実に接触するための遅延時
間が経過するのを待って適切な増加速度の電流を通電
し、その電流で短絡を解放する。短絡電流補償制御の
効果の一例を示すと（b）のようであり、短絡電流補
償制御なしの場合に比べ、スパッタの発生量は 1/5 程
度に低減され、その効果はアーク電圧が低くなるほど
顕著である 42）。

なお定電圧特性のパルスマグ・ミグ溶接電源では、
その自己制御作用によって短絡の解放に必要な電流が
おのずと供給され、必要最小限の電流値で短絡の解放
が行われる。そのため、短絡電流補償制御の付加は不
要である。しかしパルス電流の立ち上がり時には、電
流を所定の Ip までできるだけ速く増加させたいが、
パルス電流によるワイヤの溶融が急速に進み、アーク
長は増加し続けている。そのため、電源の自己制御作
用による電流減少作用が生じ、パルス電流の立ち上が
り速度を抑制するように作用する。この電流増加抑制
作用はアーク長によって異なり、ワイヤ先端の溶滴形
成状況や溶融池の挙動によって大きく左右されるた
め、定電圧電源で均一なパルス電流を供給することは
極めて困難なこととなる。またベース期間において
も、アーク長増加にともなう電流減少が限界値を超え
ると、アークの維持が不可能となってアーク切れを生
じることとなる。したがって定電圧特性のパルスマ
グ・ミグ溶接電源では、このような問題点を解消して
アークの安定性を向上させることが必要となり、パル
ス電流波形の均一化を図るパルス電流立ち上がり制御
およびベース期間中のアーク切れを抑制する最小電流
補償制御が付加されている。

3.7.5　パルスマグ・ミグ溶接の電流波形制御
（1）大電流パルスマグ溶接

パルスなしのマグ・ミグ溶接においても、溶接電流
を臨海電流値以上に設定すると、安定した溶滴のスプ
レー移行を実現することができる。しかし臨界電流近

図 3.142　短絡補償制御 42）

傍の値に設定したベース電流に、ピーク値が比較的低
く幅も狭いパルス電流を重畳することによって、その
溶滴移行特性をさらに改善することができる。このよ
うなパルスマグ溶接法（大電流パルスマグ溶接）は、
1970 年代前半に米国のエアコ（Airco）社によって開
発された。大電流パルスマグ溶接の効果は図 3.143 の
ようである。 （a）はパルスなしの場合の溶滴のスプ
レー移行であるが、粘性の大きいステンレス鋼ワイヤ

（SUS308）を用いたこともあって、ワイヤ端の溶滴が
溶融池方向に長く引き伸ばされ、アーク長を比較的長
くしなければ短絡を抑制することができない。一方、

（b）の大電流パルス溶接では、ワイヤ端の溶融金属
は長く引き伸ばされる前に溶滴となってワイヤ端から
離脱し、短いアーク長でも短絡を生じないアーク状態
を実現している。

大電流パルス溶接と上述したシナージックパルス溶
接（前述 3.7.2 項参照）との溶滴移行を比較すると表
3.22 のようである。大電流パルス溶接ではパルスに同
期した 1 パルス 1 溶滴移行は行われず、パルス周波数
と溶滴移行回数が同期しない“ｎパルスｍ溶滴移行”
となる。しかしベース電流期間中にも大電流が通電さ
れ、重畳されるパルス電流の勢力もそれほど強くない
ため、パルス期間とベース期間によるアーク形態の差
異はわずかである。またそれらの溶接の特性を比較す
ると表 3.23 のようである。シナージックパルス溶接
ではアーク電圧（アーク長）の調整をパルス周波数で
行うが、大電流パルス溶接ではパルス周波数を固定
し、ベース電圧（ベース電流）の増減でアーク電圧

（アーク長）を調整する。すなわちシナージックパル
ス溶接は小電流から大電流まで広範囲な電流域で適用
でき、そのアーク状態はパルス電流によって支配され
る。しかし、大電流パルス溶接の場合は臨界溶接電流
よりやや低い電流値が下限電流となり、そのアーク状
態はベース電流によって支配され、ベース電流による
溶滴のスプレー移行化が困難な小電流域での使用は不
適切である。

図 3.143　溶滴移行におよぼすパルス電流の影響
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大電流パルス溶接ではパルスに同期した規則的な溶
滴移行は得られないが、アーク長を短くしても短絡を
生じにくいアーク状態が得られるため、狭開先溶接や
厚板の深溶込み溶接などに適用されている。しかし、
溶融金属の粘性が低いアルミニウムの溶接に大電流パ
ルス溶接を適用するとアーク圧力が強過ぎるため、微
小なスパッタが多発してビード周辺部に付着しやす
く、アルミニウムやその合金の溶接への適用は好まし
くない。また大電流パルス溶接のワイヤ溶融量はシ
ナージックパルス溶接に比べて少なく、得られる溶込
みは深く、ワイヤの種類や銘柄などによってパルスパ
ラメータが受ける影響も少ない。

（2）矩形波パルス溶接
溶接電源へのインバータ制御方式の導入によってパ

ルス電流波形は急峻化され、アーク特性の改善に大き
く寄与してきた。しかしインバータ制御溶接電源のパ
ルス電流波形は基本的に台形波で、パルス電流の増
加・減少時に多少の傾斜を持つ。このようなパルス電
流の傾斜をなくし、ほぼ矩形波状のパルス電流波形が
得られるようにした溶接電源（矩形波パルス溶接電
源）が 1998（平成 10）年に開発されている。溶接電

表 3.22　溶滴移行形態の比較

表 3.23　パルスモードの特性比較

源の構成は図 3.144 のようであり、パルス電流を出力
するパルス電源回路、ベース電流を出力するベース電
源回路およびパルス電流の供給を制御するスイッチン
グ素子（IGBT：絶縁ゲート型バイポーラ・トランジ
スタ）などから構成される。

通常の溶接電源に用いられる直流リアクタの形状は
図 3.145（a）のようであり、I 形断面の棒状コアが用
いられる。しかし矩形波パルス溶接電源では、（b）
に示すような外鉄形コアを採用し、直流リアクタ Lp
と Lb の結合が良好となるようにしている。Lp と Lb
との結合が極めて良好であると、パルス期間からベー
ス期間へ移行する際には、Lp に蓄えられた全てのエ
ネルギーが Lb へ変換される。またベース期間からパ
ルス期間へ移行する際にも、Lb に蓄えられたエネル
ギーは全て Lp へ変換される。そして、いずれのリア
クタにおいてもアンペア・ターン（電流×コイルの巻
数）は等しくなる。

よって、パルス電源回路のリアクタ Lp のコイル巻
き数を Np、ベース電源回路のリアクタ Lb のコイル
巻き数を Nb とすれば、ベース期間からパルス期間へ
の移行直後の電流 Ip' は、ベース電流 Ib から

Ip'= （Nb/Np） × Ib
まで急激に増加し、その後は緩やかに増大して所定

のパルス電流 Ip に到達する。またパルス期間から
ベース期間へ移行直後の電流 Ib’ は、パルス電流・Ip
から

Ib'= （Np/Nb） × Ip

図 3.144　矩形波パルス溶接電源の構成

図 3.145　直流リアクタの形状比較
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まで急激に低下し、その後は緩やかに減少して所定
のベース電流・Ib に到達する。以上のようにして得
られるパルス電流波形は表 3.24 のようであり、ほぼ
矩形波状のパルス波形を示す。パルス電流波形が台形
状となる標準パルス溶接の場合と比較して、矩形波パ
ルス溶接電源で得られるパルス電流の変化は極めて急
峻である。

アークスポット溶接を用いて、マグ（パルスなし）
溶接、標準パルスマグ溶接および矩形波パルスマグ溶
接の溶込みを比較すると表 3.25 のようである。溶込
みはマグ溶接の場合に最も少なく、標準パルスマグ溶
接では比較的深い溶込みを得ることができる。しか
し、溶接時間 1.5 秒の結果に着目すると、矩形波パル
スマグ溶接では母材に貫通孔が形成されるが、標準パ
ルスマグ溶接では溶融池金属の半分程度が残存してい
る。急峻なパルス電流波形を用いる矩形波パルスマグ
溶接では、その急激な電流変化に伴うアーク圧力の増
加が著しく、その圧力増加が深い溶込みを形成する要
因となっているものと推察される。

（3）適正アーク電圧の自動設定制御
パルスマグ溶接における平均アーク電圧とその時に

表 3.24　パルス電流波形の比較

表 3.25　アークスポット溶接における溶込み深さの比較

発生する短絡の継続時間の平均値（平均短絡時間）の
間には図 3.146 に示すような関係があり、平均アーク
電圧の低下に伴って平均短絡時間は増加する。ワイヤ
送給速度が変化すると短絡の発生が認められなくなる
平均アーク電圧は変化するが、上記の傾向は同様で、
平均アーク電圧の低下とともに平均短絡時間はほぼ一
定の比率で増加する。そこで、常時ごく短時間の短絡

（微小短絡）が規則的に発生するようなアーク状態で
得られる平均短絡時間を目標値として、図 3.147 に示
すように出力電圧の設定を制御する。すなわち、アー
ク電圧が低く平均短絡時間が目標値より長い場合には
出力電圧の設定値を増加させ、アーク電圧が高く短絡
が発生しない、あるいは平均短絡時間が目標値より短
い場合には出力電圧の設定値を減少させる。このよう
に出力電圧の設定を変化させれば、アーク電圧がどの
ような値に設定されていたとしても、その値を自動的
に適切な値に補正することができる。すなわち短絡の
発生状況をセンサとして、アーク電圧の自動設定制御
を行うことができる。このような出力電圧の制御方法
は 1996（平成 8）年に開発された。

上記アーク電圧の自動設定制御方法をブロック図で
示すと図 3.148 のようであり、まずパルス周期ごとに
発生する短絡時間を移動平均して求めた平均短絡時間

（Ts）と所定の基準短絡時間（Tj）を比較する。そし
て Ts の値が Tj より小さい場合にはアーク電圧が高

図 3.146　アーク電圧と平均短絡時間の関係

図 3.147　適正アーク電圧の自動設定方法
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いと判定して、所定量増加させたベース時間（Tb）
を新しい Tb として出力制御回路へ指令する。反対
に、Ts の値が Tj より大きい場合はアーク電圧が低い
と判定して、所定量減少させた Tb を出力制御回路へ
指令する。ただし、強い外乱などによって短絡の開放
に長い時間を必要とする異常短絡などが発生すると、
Ts の値は一挙に増大して極めて大きい操作量が必要
となり、制御の安定性を阻害することとなる。そのた
め Ts の値には上限値（TsMAX）を設け、異常に大
きい Ts の値が入力されたとしても、TsMAX 以上の
値は出力しないようにして制御の安定化を図ってい
る。

アーク電圧自動設定制御の効果を示すと図 3.149 の
ようである。初期アーク電圧が適正アーク電圧± 3V
程度の範囲内に設定されていれば、初期設定がいずれ
の値であっても、自動設定制御によってアーク電圧は
自動的に適正値へ補正されている。また、溶接電流や
ワイヤ径が変化してもこの制御は有効であり、ワイヤ
径 1.2mm ワイヤにおいても、ワイヤ径 1.6mm ワイヤ
においても、アーク電圧は広範囲な溶接電流域で適正
値へ自動的かつ比較的短時間で収束している。

図 3.148　適正アーク電圧の自動設定制御

図 3.149　適正アーク電圧の自動設定結果

（4）低周波パルス重畳制御
パルスマグ・ミグ溶接の溶接作業性の向上などを目

的として、2 種類のパルス波形を数 Hz 程度で交互に
切り替える低周波パルス重畳制御が 1990（平成 2）年
に開発されている。低周波パルス重畳制御は、図
3.150 に示すように、溶融池を形成して所定のビード
幅と溶け込みを確保するために供給される大きいパル
ス電流（パルスⅠ）を通電する期間と、溶融池の冷却
を促進するために供給される比較的小さいパルス電流

（パルスⅡ）を通電する期間とを、所定の周期で交互
に繰り返す溶接法である。

アルミニウム合金に対する低周波パルス重畳制御の
効果の一例を示すと表 3.26 のようである。一般に溶
液中に存在するガスの浮上速度は、飲料中に含まれた
炭酸ガスの気泡のように、溶液に適度な振動を加える
ことによって速くなる。すなわち 2 種類のパルス電流
の切替え動作によって、溶融池内の溶融金属には振動
が発生し、溶融金属中に内包された気泡の浮上速度を
増加させることができる。パルスミグ溶接では、溶融
池金属の振動が少なく、大径かつ多数のブローホール
が発生している。しかし低周波パルス重畳パルスミグ
溶接では、溶融池金属の活発な振動が内包ガスの浮上
を促進し、ブローホールの発生は激減する。なお、低
周波パルス重畳パルスミグ溶接でもブローホールが少
し発生しているが、これはブローホールに大きく影響
する水素（H2）をシールドガスに微量添加したため
である。このような低周波パルス重畳パルスミグ溶接
で生じる溶融池金属の振動は、表 3.27 に示すように、
結晶粒の微細化にも効果があり、低周波パルスの周波
数を増加させるほど微細な結晶粒が得られる。アルミ
ニウムやその合金の溶接では、一般に、結晶粒が微細
化するほど耐割れ性が向上する。その他、低周波パル

図 3.150　低周波パルス重畳パルスによる溶融池の制御



465アーク溶接技術発展の系統化調査

ス重畳パルスミグ溶接には母材への入熱制御効果や
ビード波の明瞭化効果がある。その一例を示すと図
3.151 のようであり、（a）は板厚差が大きく、穴あき
が生じやすいバンパー部品への適用、（b）は美麗な
ビード外観が要求されるオートバイ・フレームへの適
用例である 43）。

表 3.27　低周波パルス重畳による結晶粒の微細化 43）

図 3.151　低周波パルス重畳パルスミグ溶接の適用例

表 3.26　低周波パルス重畳によるブローホールの低減 43）

亜鉛めっき鋼板の重ねすみ肉溶接などでは、図
3.152 に示すような気孔を発生することが多い。アー
ク熱によって溶融、気化したルート部近傍の亜鉛は大
気中への逃げ道を失うと、侵入が比較的容易な溶融池
金属に入り、溶融池金属の凝固時までにその表面まで
浮上できなかった亜鉛ガスが取り残されて気孔とな
る。この場合にも、低周波パルス重畳制御による溶融
池振動によって生じる、溶融金属中の気泡の浮上速度
増加作用を利用することができる。図 3.153 はその効
果の一例を示したもので、母材へ機械的な振動を与え
ながら溶接した場合の結果と比較している。母材振動
を加えないで溶接した場合には、溶接長 100mm 当た
り 30 個程度のブローホールが発生する。しかし母材
を振動させると、ブローホールはその振動周波数の増
加とともに減少する。振動周波数が 30Hz を超えると
ブローホールの発生は完全に抑制され、振動による溶
融池金属中の気泡の浮上速度増加作用の効果は顕著で
ある。しかし実ワークの溶接では、母材を振動させる
ことはほぼ不可能である。そのため低周波パルス重畳
制御によるアーク圧力の変化を利用して溶融池に振動
を加えると、低周波パルス重畳周波数が 20～50Hz の
範囲でブローホールの発生は抑制され、その周波数が
50Hz を超えるとブローホールは再び増加する傾向を
示す。母材振動および低周波パルス重畳制御いずれに
おいても、周波数が 30～40Hz 程度の領域で顕著なブ
ローホール抑制効果が認められる。この周波数帯域は
溶融池金属の共振周波数に近く、溶融池金属に加えら
れる振動が大きくなるためである 44）。

図 3.152　重ねすみ肉溶接における気孔

図 3.153　低周波パルス重畳パルスマグ溶接の効果 44）
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3.7.6　交流パルスミグ溶接
（1）交流パルス溶接

交流パルス溶接は 1991（平成 3）年に開発された、
DCEN 極性におけるワイヤ溶融量増加を活用した溶
接方法である。図 3.154 に示すように、直流パルス溶
接におけるベース期間中に、ベース電流（Ib）と同一
の値で極性のみを DCEN とした電流（IEN）を通電
する。DCEP 極性のパルス電流（Ip）とその期間

（Tp）は、それぞれ直流パルス溶接におけるパルス電
流（Ip）およびパルス期間（Tp）と同様の値である。

交流パルスミグ溶接の溶滴移行形態は図 3.155 のよ
うであり、EP 極性の大電流によってワイヤ端に形成
された溶滴には電磁ピンチ力によるくびれが発生し

（②コマ目）、溶滴は大電流の通電が終了する時点でワ
イヤ端から離脱する（③コマ目）。EP 極性から EN 極
性への移行時にいったん消弧したアークは、EN 極性
への移行とともに再点弧し、EN 極性の小電流によっ
てアークは維持される（④コマ目）。そして時間の経
過に伴って、ワイヤ先端に形成される溶滴径は大きく
なり（⑤、⑥コマ目）、次の EP 極性の大電流が通電
される期間へ移行する（①コマ目）。すなわち交流パ
ルスミグ溶接では、EP 極性のパルス電流に同期して
1 個の溶滴がワイヤ端から離脱して溶融池へ移行す
る、“1 サイクル 1 溶滴移行”を規則的に繰り返す。

交流パルスミグ溶接のビード外観および断面マクロ

図 3.154　交流パルス溶接の電流波形

の一例を示すと表 3.28 のようである。一般にアルミ
ニウムやその合金の溶接では、溶接性を考慮してシー
ルド性良好な専用のミグ溶接トーチを用いる。しか
し、この溶接では汎用マグ溶接トーチを用いたため、
直流パルスミグ溶接ではビード表面に多量のスマット

（母材に含まれた Mg に起因して発生する黒い粉末状
の物質）が付着して、美麗な外観は得られない。とこ
ろが交流パルスミグ溶接では、いずれのパルス条件に
おいても、金属光沢のある美麗なビード外観が得ら
れ、ビード近傍へのスマットの付着は全く認められな
い。また交流パルスミグ溶接のビード断面形状は、パ
ルス条件によって多少変化するが、直流パルスミグ溶
接に比べ、いずれの場合も溶込みが浅く、ビード幅が
狭く、余盛の高い形状を呈する。交流パルスミグ溶接
の溶接金属組織を観察すると、直流パルスミグ溶接に
比べて結晶粒が微細化されている。上記表 3.28 の結
果と合わせて考えると、交流パルスミグ溶接における
母材への入熱は直流パルスミグ溶接より相当低減され
たものになっていると推察される。

（2）交流 / 直流複合パルス溶接
交流パルス溶接の適正パルス条件（パルス電流 Ip

およびその幅 Tp）は図 3.156 のようである。“1 サイ
クル 1 溶滴移行”を実現できる適正パルス条件領域
は、細部については多少異なるものの、規則的な 1 パ
ルス 1 溶滴移行が得られる直流パルス溶接の適正パル
ス条件領域（図中破線で示す）と大部分が一致する。
したがって、図 3.157 に示すように、パルス波形（Ip
および Tp）を同一とし、溶接期間中に直流パルスと
交流パルスを交互に切り替える交流 / 直流複合パルス
溶接においても、規則的な溶滴移行を安定して行うこ
とができる。直流パルス期間ではパルス周期に同期し
た 1 パルス 1 溶滴移行が、交流パルス期間では交流周

表 3.28　ビード外観および断面マクロの比較

図 3.155　交流パルスミグ溶接の溶滴移行現象
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期に同期した 1 サイクル 1 溶滴移行が規則的に行われ
る。ただし EN 極性電流の作用で、交流パルス期間で
のアーク長はやや長くなり、移行溶滴径も直流パルス
の場合より多少大きくなる。

交流 / 直流複合パルス溶接では、交流パルス期間の
比率（交流時間比率 = 交流パルス期間 /〔交流パルス
期間 + 直流パルス期間〕）を変化させることによって、
ビード形状を制御することが可能となる。その一例を
示すと表 3.29 のようであり、交流時間比率が増加す

図 3.156　適正パルス波形条件の比較

図 3.157　交流 / 直流複合パルスミグ溶接

るにしたがってビード幅と溶込み深さが減少し、余盛
高さが増加する。なお交流時間比率 25～75％の縦断
面マクロで生じている溶込み深さの変動は、交流 / 直
流切り替え周波数に起因したものである。

本節（3.7 節）で述べた主なパルスマグ・ミグ溶接
の電流波形とその特徴を整理すると表 3.30 のようで
ある。標準直流パルス溶接はパルス電流で溶滴移行を
制御することが主目的で、パルス周期に同期した規則
的な 1 パルス 1 溶滴移行が行われ、広範囲な電流域で
スパッタの発生がほとんどない溶接を行うことができ
る。標準交流パルス溶接は、主にアルミニウムおよび
その合金のミグ溶接に適用され、標準直流パルス溶接
と同様に、溶滴移行を制御して交流周期に同期した規
則的な 1 サイクル 1 溶滴移行を実現する。また EN 極
性電流の効果で、ワイヤ溶融速度を増加させて母材へ
の入熱量を低減する作用もある。

低周波パルス重畳制御は、直流パルス溶接および交
流パルス溶接のいずれにも用いられる。低周波パルス
重畳直流パルス溶接では溶滴移行と溶融池の制御を同
時に行い、溶接欠陥の抑制あるいは明瞭なビード波の
形成などに効果がある。低周波パルス重畳交流パルス
溶接も溶滴移行と溶融池の制御に有効であるが、その
他に、母材への入熱を制御して溶接ビードの溶落ちを
防止するといった効果もある。交流 / 直流複合パルス
溶接は、溶滴移行の制御はもちろんのこと、溶融池や
母材への入熱の制御に重点を置いた出力制御方法であ
る。交流パルスと直流パルスの通電時間比率を変化さ
せることによって、ビード形状や溶込み深さを広範囲
に制御することが可能で、より明瞭なビード波の形成
にも極めて有効な手法である。低周波パルス重畳交流
パルスミグ溶接の一例を図 3.158（a）に、交流 / 直流
複合パルスミグ溶接のアルミニウム合金部材の突合せ

表 3.30　 主なパルスマグ・ミグ溶接の電流波形とその
特徴・効果

表 3.29　溶込み形状におよぼす交流時間比率の影響
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継手への適用例を同図（b）に示す。（a）は比較的
ギャップが生じやすいアルミニウム合金の角パイプと
丸パイプとのすみ肉溶接であるが、溶落ちなどの発生
はなく、明瞭なビード波を持つ美麗なビード外観が得
られている。また（b）では、ミグ溶接であるにも拘
らず、ティグ溶接のビード外観に近いビード波が得ら
れている。

3.8.1　プラズマアーク溶接
プラズマアークは、ノズル電極内部で発生させた

アークによって加熱・膨張した周囲の高温ガスを、小
口径ノズルから高速で噴出させて得られるもので、中
心部の温度が 30,000K 程度に達する超高温の現象であ
る。プラズマアークに関する研究は 1950 年代半ばか
ら行われ、1955（昭和 30）年にはプラズマ切断が開
発されている。その後も研究を続けた米・リンデ

（Linde）社では、1957（昭和 32）年にジュアンニニ
がプラズマアーク溶接を発明した。なお、このプラズ
マアーク溶接法がわが国に紹介されたのは 1963（昭
和 38）年になってからであった

わが国では、大阪大学・岡田実教授の指導で開発を
始めた大阪電気が、1958（昭和 33）年に図 3.159 に示
すようなプラズマジェット（非移行式プラズマ）装置
を製品化し、切断に適用している。しかし、プラズマ
アークの溶接への適用が始まったのは 1970 年代に

図 3.158　交流パルスミグ溶接の適用例

3.8 その他のアーク溶接

入ってからであり、日立製作所やオリジン電気などが
プラズマ溶接機を製品化した 5）。

（1）プラズマアーク溶接の特性
プラズマアークは、ノズル電極およびプラズマガス

の冷却作用（熱的ピンチまたはサーマルピンチ効果）
によって細く絞られ、表 3.31 に示すように、その拡
がりが少ないくさび形の形状となる。そのため電流密
度は著しく高められ、極めて高温で集中性・直進性に
富むアーク状態が得られる。ティグ溶接に比べ、幅が
狭く溶け込みの深い溶接部が得られ、アーク長（スタ
ンドオフ : ノズル電極 ‐ 母材間距離）が変化しても
溶け込み深さはそれほど変化しない。

プラズマを発生させるためのプラズマガス（作動ガ
ス）には、一般にアルゴン（Ar）を用いる。しかし、
その外周部を覆うシールドガスには、表 3.32 に示す
ように、材質に応じて異なった組成のガスが用いられ
る。シールドガスに水素（H2）などの 2 原子ガスを
少量添加すると、その分子が高温のアークによって原
子に解離する際にアーク柱から熱を奪い、その熱的ピ
ンチ効果によってアークは収縮する。ステンレス鋼な
ど水素の添加が可能な材料では、Ar+5～10%H2 混合
ガスをシールドガスとして使用することによって、よ

表 3.31　ティグとプラズマの特性比較

表 3.32　プラズマ溶接のシールドガス

図 3.159　プラズマジェット装置 5）
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り集中性に優れたアーク状態が得られ、プラズマ溶接
の特徴を最大限に活用できる。しかしチタン（Ti）や
銅（Cu）などでは、水素がわずかに混入しても溶接
部に悪影響を与えるため、水素が添加されたガスを使
用することはできない。このような材質の場合には
Ar の み と す る か、 ヘ リ ウ ム（He） を 添 加 し た
Ar+He 混合ガスを用いる。ヘリウムの添加によって
アークの集中性は向上するが、その効果は水素より弱
いため、ヘリウムを用いる場合にはその添加量を多く
することが必要となる。

比較的大電流のプラズマアーク溶接では、細く絞ら
れたプラズマアークが母材を局部的に加熱するととも
に、細径ノズルから高速で噴出するプラズマガスが溶
融池金属を強く押し下げる。そのため、溶融池先端部
には図 3.160 に示すような小さい丸穴（キーホール）
が形成される。キーホールの先端は溶接の進行にとも
なって母材を溶融しながら進むが、溶融金属は溶融池
壁面に沿って後方へ移動してキーホールの後方をふさ
ぐため、キーホールの形状はほぼ一定に保たれる。こ
のような溶接方法を“キーホール溶接”と呼び、裏波
ビードを安定して形成できるプラズマ溶接の最も特徴
的な手法となっている。キーホール溶接を用いると、
軟鋼・低合金鋼では板厚 3～7mmt、ステンレス鋼で
は 3～10mmt の鋼板の突合わせ継手を、開先加工な
しで裏波溶接することができる。

プラズマアークはノズル電極の穴径を小さくするほ
ど細く絞られ、アークの硬直性・集中性は増加する。
しかし、その穴径をむやみに小さくすることはできな
い。ノズル電極の穴径に対して溶接電流が過大になる
と、図 3.161 に示すように、“シリーズアーク（ダブ
ルアーク） ”が発生する。シリーズアークは、大電流
によって過熱されたノズル電極の外周部に酸化皮膜が
形成されることが原因で発生する現象である。シリー
ズアークが生じるとメインアークは消失し、タングス

図 3.160　キーホール溶接

テン電極とノズル電極との間に発生したアークと、ノ
ズル電極と母材との間に発生したアークが直列に発生
する。シリーズアークが発生すると、アークの集中性
は損なわれ、極端な場合にはノズルが焼損する。

プラズマアーク溶接の主な適用例を図 3.162 に示
す。近年では薄板部材への適用が多く、ステンレス鋼
製の日用品や自動車・二輪部品などの溶接に多用され
ている。

（2）プラズマ溶接機
プラズマ溶接機は、一般に溶接電源、溶接トーチ、

手元操作箱、冷却水循環装置などから構成され、図
3.163 のように接続される。溶接電源の構成は直流電
源部と制御回路部に大別され、制御回路部には高周波
高電圧発生回路、パイロットアーク発生回路、シーケ
ンス制御回路、プラズマおよびシールドガス制御回路
などが含まれる。直流電源の出力特性は、ティグ溶接
電源などと同様に、定電流特性であり、棒マイナス

（EN）極性のアークを発生させる。しかしその定格負
荷電圧は高く、ティグ溶接電源の 1.5～2 倍の電圧が
得られるように設計されている。なお、従来のプラズ
マ溶接機では直流電源部と制御回路部が分離され、そ
れぞれ別のケースにまとめられていたが、最近では両
者を一体化したものがほとんどである。また出力の制

図 3.161　シリーズアーク

図 3.162　プラズマ溶接の適用例
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御方式も、ほとんどがインバータ制御（後述 4.5 節参
照）となっている。溶接トーチには通電、プラズマお
よびシールドガスの流出、冷却水の流入・流出などが
要求されるため、その構造はかなり複雑なものとな
る。

（3）プラズマアーク溶接の展開
（a）プラズマ・ミグ溶接

プラズマ溶接とミグ溶接が一体化された溶接法で、
1972（昭和 47）年にオランダのフィリップス社が開
発した比較的古い溶接法である 45）。しかしトーチが
受ける過大な熱負荷など、実用上の諸問題によって長
い間実用化されることはなかった。その後、諸問題に
対する種々な工夫がなされ、近年では再び注目される
ようになってきた。図 3.164 は溶接装置の構成を示す
一例で、通常のプラズマアーク溶接と同様にタングス
テン電極と母材との間に発生させたプラズマアーク中
に、ワイヤを供給してミグアークも同時に発生させ
る。すなわちミグアークは、プラズマアークに包まれ
た状態で発生し、純アルゴン（100%Ar）シールドで
も安定したアーク状態を実現できる。ワイヤはミグ
アークを発生させる電極として機能するとともに、そ
の先端が溶融して溶着金属の形成に寄与する。した

図 3.163　プラズマ溶接機の構成

がって、プラズマミグ溶接方法は、厚板の高効率溶接
や薄板の高速溶接などに使用されている。

（b）ホットワイヤ・プラズマ溶接
溶加材（ワイヤ）添加量の増大を目的として、1975

（昭和 50）年にわが国で開発された溶接法である。図
3.165 に示すように、通電加熱したワイヤをプラズマ
アーク中に自動送給し、溶融したワイヤを溶融池へ添
加する。溶加ワイヤは通電加熱とプラズマアークに
よって溶融され、流れるように溶融池へ移行する。通
電加熱しない場合（コールドワイヤ）に比べ、溶着速
度は 2～3 倍になる 46）。

（c）逆極性（DCEP）プラズマ溶接
逆極性プラズマ溶接は、1978（昭和 53）年にわが

国で開発された溶接法である。図 3.166 に示すよう
に、タングステン電極の代わりに水冷銅電極を用い、
その電極をプラス（EP）極性とする。またクリーニ
ング幅の制御を目的として、シールドガスに微量の酸
素（O2）を添加した Ar+O2 混合ガスを用いる。電極
プラス（EP）極性の効果で、母材はクリーニング作
用を受けるが、溶込みは浅いため、肉盛溶接などに適
用される 47）。

（d）パルス・プラズマ溶接
プラズマ溶接は溶接条件パラメータに対して敏感

図 3.165　ホットワイヤ・プラズマ溶接 46）

図 3.166　逆極性（DCEP）プラズマ溶接 47）

図 3.164　プラズマ・ミグ溶接
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で、適正な溶接結果が得られる条件範囲は比較的狭
い。特にキーホール溶接では、プラズマアークの圧
力、溶融池の重力および表面張力などの力のバランス
を一定に保ちながら溶接が進行するため、その傾向は
より一層顕著となる。このような問題を解決するため
に、わが国で 1983（昭和 58）年に開発された溶接法
がパルス・プラズマ溶接である。図 3.167 に示すよう
に、大電流期間と小電流期間とを所定の周期で交互に
繰り返すパルス・プラズマ溶接では、母材（溶融池）
に対する入熱制御作用などを利用することによって、
適正キーホール領域を拡大することができる。なおパ
ルス周波数が 20～50Hz の領域では、溶融池の共振現
象の影響を受け、適正キーホール領域は狭くなる。パ
ルス周波数が 10Hz 程度以下の低周波パルス溶接で
は、パルス期間中にキーホールを形成し、ベース期間
中にその凝固を促進する“1 パルス 1 キーホール溶接”
とすることによって、水平固定管の全姿勢キーホール
溶接を行うことも可能となる 48）。

（e）交流プラズマ溶接
アルミニウムなどのキーホール溶接を目的として、

1987（昭和 62）年にわが国で開発された溶接法であ
る。図 3.168 に示すように、電流波形を交流として、
EP 極性期間でのクリーニング作用と EN 極性期間で
の深溶込みの両者を活用する。溶接電源はインバータ
制御方式で、出力レベルを制御する 1 次側インバータ

図 3.167　パルス・プラズマ溶接 48）

と極性を制御する 2 次側インバータの 2 つのインバー
タ回路を持つ構成となっている 49）。

（f）セミ・プラズマ溶接
プラズマ溶接では、一般に、プラズマガスに Ar を、

シールドガスに Ar+H2 を用いる。しかし、1995（平
成 7）年に開発されたセミ・プラズマ溶接では、図
3.169 に示すように、プラズマガスに Ar+H2 を、シー
ルドガスに Ar を用い、プラズマガス中の H2 の解離
熱を利用してアークを狭窄する。セミ・プラズマ溶接
でのアークは、プラズマ溶接の場合ほど細くは絞られ
ないが、ティグアークとプラズマアークの中間的なく
さび形の形状となる。亜鉛めっき鋼板の溶接に通常の
プラズマアーク溶接を適用すると、アーク熱によって
気化した亜鉛蒸気がノズル電極やタングステン電極に
付着する。そしてノズル電極やタングスタン電極の異
常消耗、あるいはアーク起動不良などを発生しやすく
なる。しかしセミ・プラズマ溶接では、インナーノズ
ル内を流れる高速のプラズマガスがセラミックノズル
内への亜鉛蒸気の侵入を阻止し、亜鉛めっき鋼板の溶
接を長時間実施しても、インナーノズルやタングステ
ン電極の損傷、アーク起動不良などの不具合をほとん
ど生じない。その他セミ・プラズマ溶接は、変圧器の
鉄心として用いられるケイ素鋼板の溶接、モータ用ス
テータコアの溶接などにも効果がある 50）。

3.8.2　セルフシールドアーク溶接
セルフシールドアーク溶接は、1954（昭和 29）年

に米国・リンカーン社が開発した溶接法で、ノーガス
アーク溶接またはインナーシールドアーク溶接と呼ば
れることもある。この溶接法では、シールド効果を
持った専用のフラックス入りワイヤを使用するため、
シールドガスの使用は不要となる。ワイヤに充填され
たフラックス中のアルミニウムなどの強脱酸剤や窒化
物形成元素および各種添加成分から発生するガスと、
溶接ビード上に形成されるスラグに覆われて、溶接金

図 3.169　セミプラズマ溶接

図 3.168　交流プラズマ溶接 49）
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属は大気から保護される。ガス発生剤としては、
CaF2 などのフッ化物、CaCO3 などの炭酸塩、Mg な
どの低沸点金属が用いられる。また、これらのシール
ド作用を突破して溶滴や溶融池へ侵入する窒素（N2）
や酸素（O2）に対しては、それらとの親和力の強い
Al・Ti・Si・Mn・Zr などの元素を添加して、N2 や
O2 を窒化物や酸化物として固定することによって、
窒素や酸素の悪影響を低減できるように工夫されてい
る。

この溶接法が国内で実用化され始めたのは、1960
年代初期である。当初は、被覆アーク溶接に用いられ
る交流垂下特性電源と太径ワイヤ（直径 2.4mm また
は 3.2㎜）の組合せで、土木・建築・造船分野での溶
接に適用された。近年でもこの方法は土木分野などで
適用されているが、適用産業分野は比較的狭い分野に
限定されている。また、直流定電圧特性の電源（通常
のマグ溶接用電源）と細径ワイヤ（直径 1.2mm また
は 1.6mm）を組み合せて使用する方法も開発されて
いる。

マグ溶接では、溶接部近傍の風速が 1.2m/sec 程度
であっても気孔（ブローホール・ピット）が発生する
恐れがある。しかしセルフシールドアーク溶接では、
シールドガスで溶接部を被包する必要がないため、風
による溶接作業への影響は比較的軽微である。また近
年では、風速 8～10m/sec 程度の強風が吹いていて
も、健全な溶接継手が得られるワイヤが開発されてい
る。そのため本溶接法は屋外作業での使用に適してお
り、建築鉄骨、橋梁、鋼管杭、煙突および海洋構造物
などの溶接などに適用されることが多いが、対象鋼種
は軟鋼および高張力鋼に限られる。なお、ワイヤに充
填されたフラックスの主成分はフッ化物系であるた
め、他のアーク溶接法に比べて溶接ヒュームの発生量
は多い。

セルフシールドアーク溶接機は、図 3.170 に示すよ
うに、溶接電源、ワイヤ送給装置および溶接トーチで
構成される。マグ溶接機とほぼ同様の構成であるが、
シールドガスボンベやその圧力調整器などは不要であ
る。屋外の現場溶接に用いられることが多いため、近
年では、溶接電源にエンジン発電式電源を用いること
も多い。一般に、溶込み深さは比較的浅いため、溶接
継手の開先には被覆アーク溶接とほぼ同様の形状が用
いられる。

3.8.3　エレクトロガスアーク溶接
米国のホプキンス（R. K. Hopkins）は、1940（昭

和 15）年にエレクトロスラグ溶接を開発した。その
後、ウクライナのパトン研究所とチェコスロバキヤの
溶接研究所で改良が加えられ、旧ソ連では 1951（昭
和 26）年以来実施工にエレクトロスラグ溶接が使用
されていた。この溶接法では、図 3.171 に示すように、
溶融したスラグ浴の中に溶接ワイヤを連続的に供給
し、通電電流によって生じる溶融スラグの抵抗発熱を
利用して母材を溶融する。溶融金属は、表裏面から水
冷銅当て金で保持して凝固させ、溶接ビードは、溶接
の進行とともに銅当て金を移動させて形成する。わが
国へは 1960（昭和 35）年に導入され、主に重電機や
圧力容器などの厚肉円筒構造物の溶接に使用された。
エレクトロスラグ溶接は熱効率が極めて高く、厚板を
立向き姿勢で能率よく 1 パスで溶接できる溶接法であ
る。しかし溶接入熱が大きいため、溶接金属や熱影響
部のじん性劣化を生じやすく、板厚が薄くなると適用
できないという短所がある。

図 3.170　セルフシールドアーク溶接機の一例 51）

図 3.171　エレクトロスラグ溶接
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3.8.4　アークスタッド溶接
スタッド溶接が実際に使用されたのは 1918（大

正 7）年で、英・ポーツマスの造船所での適用が最初
であるといわれている。先端にスタッド（棒状の金
属）を挿入し、これを引き上げる電磁コイルを備えた
軽量な溶接工具が使用されたようである。その後、ス

図 3.174　 エレクトロガスアーク溶接による船体外板
の溶接 53）

図 3.173　厚鋼板のエレクトロガスアーク溶接 53）

図 3.172　簡易エレクトロガスアーク溶接装置 52）

そこでベルギーのアーコス（Arcos）社は、エレク
トロスラグ溶接装置を改良して、1961（昭和 36）年
にエレクトロガスアーク溶接を開発した。溶接継手の
表面と裏面とを水冷銅板で囲み、立向姿勢で 1 パス溶
接することはエレクトロスラグ溶接と同様であるが、
シールドガスを供給してアークを発生させる。すなわ
ち、エレクトロスラグ溶接では抵抗発熱によって母材
を溶融するが、エレクトロガスアーク溶接ではアーク
で母材を溶融する。エレクトロスラグ溶接より溶接入
熱を低減できるエレクトロガスアーク溶接は、薄板に
も適用できるとともに、溶接金属や熱影響部のじん性
劣化を抑制することができる。わが国でも、同年にエ
レクトロガスアーク溶接装置が開発され、船の側外
板・貯槽タンク・圧力容器などの立向き溶接に適用さ
れた 5）。

エレクトロガスアーク溶接は立向き姿勢での溶接が
極めて高能率に行えるが、溶接装置の設置には時間を
要するため、能率よく適用できる溶接線の長さとして
は最も短い場合でも 2m 程度は必要である。また 1 パ
ス溶接が基本であるため、適用板厚は通常 10～35mm
程度である。そのため、短尺の溶接線が多い鉄骨・橋
梁分野の立向き溶接は、被覆アーク溶接またはマグ溶
接に頼っていた。しかし溶接工数低減の要望に対処す
るために、溶接線が短い（200～500mm）継手用とし
て、図 3.172 に示すような簡易エレクトロガスアーク
溶接装置が開発された。この装置は可搬性が良好で、
セッティングも容易な装置となっている。また専用の
フラックス入りワイヤも開発され、橋梁の箱桁ウェブ
や鋼製脚ウェブの現場継手などに適用されている 52）。

なお近年では、厚鋼板へのエレクトロガスアーク溶
接の適用に対する要望が強まり、それに対応した溶接
装置も開発されている。通常のエレクトロガスアーク
溶接が適用できる最大の板厚は 35mm 程度であり、
それ以上の板厚になると、溶融金属が継手全体に拡が
らず、融合不良などの溶接欠陥が発生する。しかし、
図 3.173 に示すように、溶接トーチをウィービング

（搖動）させる機能がある溶接装置を用いると、溶融
金属の幅を拡大することができる。市販されているこ
の方式の溶接装置には、1 電極タイプと 2 電極タイプ
があり、後者を用いると最大 70mm 程度の板厚まで
適用することができる。図 3.174 はその適用を示す一
例であり、高剛性が要求されるコンテナ船の上部垂直
外板や縁材の立向き溶接の状況を示している。
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ティール（L. J. Steel）とマーティン（H. Martin）が、
鉄板にスタッドを溶接する自動溶接機を開発した。一
方、米国では 1939（昭和 14）年に、海軍工廠でネル
ソン（T. Nelson）が、航空母艦のメタルデッキに木
甲板を留めるために、鋼の丸棒やねじボルトからアー
クを発生させてスタッド溶接した。これがアークス
タッド溶接の最初である。以来、グレゴリ－・インダ
ス ト リ ー（Gregory Industry: 現 Nelson Stud 
Welding）社によって研究・開発が進められ、アーク
スタッド溶接は急速に進歩した。

わが国では、1956（昭和 31）年に大阪変圧器が、
英国のクロムトン・パーキンソン社と技術提携し、ネ
ルソン型アークスタッド溶接機を国産化した。また
1959 （昭和 34）年には、松下電器産業がオランダの
フィリップ社と技術提携し、フィリップ型のスタッド
溶接機の市販を開始した。このような背景のもと、
1957（昭和 32）年に着工した国立国会図書館の現場
工事では、建築として初めてアークスタッド溶接が適
用されている。また 1960（昭和 35）年には、橋梁の
鋼桁とコンクリート床板とを合成するジベルへのアー
クスタッド溶接の適用試験が行われ、翌（昭和 35）
年には豊川橋（東京都）に採用されている 5）。

アークスタッド溶接は、図 3.175 に示すように、専
用の溶接ガン（スタッド溶接ガン）を使用し、アーク
熱を利用してスタッドを母材上に溶接する方法であ

る。接合部はスタッドの全端面にわたって形成され、
加圧によってスタッドの周囲へ押し出された金属はフ
ラッシュと呼ばれる。アークスタッド溶接機は、図
3.176 に示すようなスタッド溶接ガン（a）と溶接電源

（b）とで構成される。溶融金属はフラッシュとして
外周部へ押し出されるため、溶接部を大気から遮蔽す
るシールドガスは不要である。スタッド（c）の先端
部には、適切な溶接金属を得るための種々な脱酸精錬
材が塗布・付着されている。フェルール（d）は、主
に溶融金属に対する鋳型の役割を果たし、その内部に
はスタッドの端面全体にアークが発生するようにシー
ルド補助剤も兼ねる導電性物質が充填されている。
アークスタッド溶接は、建築鉄骨・橋梁・海洋構造物
などの広範囲な産業分野で適用されており、その一例
を示すと図 3.177 のようである。

3.8.5　狭開先溶接
開先角度を小さくして開先断面積が少なくなれば、

溶接時間が短縮されて能率向上や溶接材料の節約が図
れ、板厚が厚くなるほどその効果は大きくなる。この
ような観点から採用される施工法が狭開先溶接であ
る。図 3.178 に示すように、通常、ルート間隔を狭く
した I 開先またはそれに近い形状の開先を採用して、
厚板を 1 層 1～2 パス程度で多層アーク溶接する。し
かし、垂直に近い開先の壁面および前層ビードの止端

図 3.175　アーク・スタッド溶接

図 3.177　アーク・スタッド溶接

図 3.176　アーク・スタッド溶接機と溶接材料
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部を確実に溶融して溶接欠陥を防止することが重要で
あり、融合不良などを防止するための工夫が必要とな
る。

狭開先溶接は、米国のパイプラインの自動溶接で初
めて適用された。米国のパイプライン溶接は、それま
でハイセルロース系溶接棒による下進溶接で行われて
いた。しかし短絡移行式マグ溶接の開発が契機となっ
て、1959（昭和 34）年にエアコ（Airco）社がエッソ

（Esso）社とバッテル（Battell）記念研究所との共同
研究で、矩形状狭開先を用いる円周自動マグ溶接装置
を開発した。しかし、この装置は小径管には適した
が、大径管には適さず普及することはなかった。その
後バッテル記念研究所は、シールドガスに 50～
70%Ar+50～30%CO2 の混合ガスを、ワイヤに直径 0.9
～1.0mm の細径ワイヤを用いる全姿勢狭開先溶接法
を開発した。この溶接法は 1963（昭和 38）年に、わ
が国へも紹介されている。なお米国のパイプライン溶
接では、その後に CRC 社やプライス（H. C. Price）
社などによって円周狭開先溶接法が確立され、今日に
至るまで主流の溶接法として定着している。

わが国では 1966（昭和 41）年に、三菱重工業長崎
造船所が直径 3.2mm の太径ソリッドワイヤを用いて、
比較的高電流を使用する狭開先マグ溶接法を開発し、
ボイラとその配管の下向溶接に適用した。これがわが
国の狭開先溶接の始まりである。その後 NH・PAW
法や NOW 法など、鉄骨の現場横向き溶接を対象とし
た狭開先溶接法が開発されたが、その適用は一部の分
野に限られていた。狭開先溶接の研究・開発・実用化
が本格化したのは、1970 年代後半に入ってからであ
り、採用された溶接法のほとんどがマグ溶接であっ
た。サブマージアーク溶接を用いた狭開先溶接が実用
化されるようになったのは、その数年後（昭和 50 年
代後半）のことである 54）。なお狭開先溶接は、マグ
溶接、ティグ溶接およびサブマージアーク溶接で採用
されているが、垂直に近い開先の壁面および前層ビー
ドの止端部を確実に溶融して溶接欠陥を防止すること

図 3.178　積層方法の比較

が重要であるため、溶接法に応じた融合不良防止に対
する種々な工夫がなされている。

（1）狭開先マグ溶接
1970 年代中頃から数年の間に、種々な狭開先溶接

法がファブリケータや溶接機器メーカなどによって
次々に開発された。そして、圧力容器・ボイラ・大型
産業機械などの極厚構造物に適用され、狭開先溶接は
一大ブームとなった。溶接法としてはマグ溶接、ティ
グ溶接およびサブマージアーク溶接の 3 種が適用され
たが、適用実績は高能率で自動化も容易なマグ溶接が
圧倒的に多かった（約 80% を占める）。

マグ溶接を用いた狭開先溶接では、開先側壁の均一
な融合を確保するために、狭い開先内でアークを効果
的に揺動させるための種々な方法が開発されおり、主
な方法とその概要は次のようである 55）。

①ループナップ法：一定曲率の曲げ癖を付加する
ことによって、ワイヤを捻転させてアークを揺
動させる方法。

②回転アーク法：ワイヤに緩いらせん状の曲げ癖
を付加してアークを回転させる方法。

③ツイストワイヤ法：より合わせた 2 本のワイヤ
を用いてアークを回転させる方法。

④屈曲ワイヤ法：屈曲整形する歯車によってワイ
ヤを屈曲させてアークを揺動させる方法。

⑤波形ワイヤ法：開先の幅方向に連続的な波状の
曲げ癖をワイヤに付加してアークを揺動させる
方法。

⑥高速回転アーク法：偏心させた通電チップの孔
を通してワイヤを送給し、トーチを高速回転さ
せてアークに回転動作を与える方法。

これらの方法のうち最も多用されたのは、図 3.179
に示す、波形ワイヤ法（⑤）と高速回転アーク法（⑥）
である。波形ワイヤ法（a）では、ワイヤ送給ローラ
に入る前のワイヤを溶接線直角に塑性変形させ、その
ワイヤをそのまま溶接トーチに供給する。その結果、
ワイヤの溶融に伴ってアークは左右に搖動し、開先壁
の十分な溶融が可能となる。使用する特殊トーチの厚
さは 5mm 程度であり、幅約 10mm の開先内にも余裕
を持って挿入することができる。また、溶接には前述
した大電流パルスマグ溶接（3.7.5 節（1）参照）を用
い、短いアーク長でも短絡を生じないアーク状態が得
られるようにしている。そのため、狭い開先内でも
アークが開先壁に向かって発生することはなく、溶融
池上に確実に発生する。高速回転アーク法（b）は、
高速回転（～120Hz）する電極ノズル先端に設けた通
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電チップ位置を偏心させることによって、アークは開
先内で高速回転し、その回転運動によって開先壁の十
分な溶融を確保する。アークの回転は高速であるた
め、開先の左右端で移動速度の差が生じることはな
く、安定した溶け込みが得られる。これら狭開先マグ
溶接の適用例を図 3.180 に示す。（a）は波形ワイヤ法
による板厚 300mm の円筒ボイラ部品の長手突合せ溶
接、（b）は高速回転アーク法による板厚 235mm のプ
レス部品の円周突合せ溶接である。

（2）狭開先ティグ溶接
狭開先ティグ溶接は、1994（平成 6）年頃に開発さ

れた非溶極式アークによる狭開先溶接法である。開先
幅 8～15mm 程度の厚板 I 形開先継手を、ティグ溶接
を用いて 1 層 1 パス（または 2 パス）で多層溶接する。
溶接法はティグ溶接であるため、不活性ガス中での溶
接となり、適用材質や溶接姿勢に対する制限がなく、
高品質な溶接継手が得られる。しかしティグ溶接では
溶加材の添加が必要なため、溶接装置はやや複雑にな
るが、マグ溶接と同様に、開先内でアークを搖動させ
る方式が採用されている。少し傾斜させてトーチに取
り付けられたタングステン電極は、トーチ軸を左右に

図 3.179　主な狭開先マグ溶接法 54）

図 3.180　狭開先マグ溶接の適用例 54）

捻じることによって開先内で揺動する。その結果、タ
ングステン電極の動作に伴って、アークも開先内で左
右に揺動し、開先壁の十分な溶融が得られる。

図 3.181 はパイプの円周継手への適用を示す一例
で、（a）には開先形状の例を、（b）には溶接装置に
用いられる溶接ヘッドを、（c）には狭開先ティグ溶接
による溶接継手の断面マクロを示す 8）。

（3）狭開先サブマージアーク溶接
サブマージアーク溶接を用いた狭開先溶接が実用化

されるようになったのは、1980 年代前半（昭和 50 年
代後半）のことである。マグ溶接ではアークの搖動

（ウィービング）を利用して、開先壁面および前層の
ビード止端部を確実に溶融させ、溶接欠陥の発生を防
止している。しかしサブマージアーク溶接では、太径
ワイヤならびにそれに見合った溶接トーチを用いるた
め、アークを搖動させることが極めて困難である。そ
のため、Ｉ開先のルート間隔（開先間隔）を 12～
15mm 程度とし、溶接電流を 600 Ａ程度の大電流とし
て、開先壁面への健全な溶込みを確保する。なお、Ｉ
開先では健全な溶込みの確保が困難な場合には、開先
角度が 2～5°程度のＶ開先を用いることもある。

サブマージアーク溶接で発生したスラグが開先壁面
へ多量に付着・残存すると、次層の溶接で残存したス
ラグを再溶融することができず、スラグ巻込みや融合
不良などの溶接欠陥が発生する。スラグの剥離は開先
幅が狭くなるほど困難になるため、狭開先溶接ではス
ラグの剥離性が極めて大きい問題となる。そのため狭
開先溶接用として、狭い開先角度・狭い開先幅におい
てもスラグの剥離性が良好なフラックスが開発されて
いる。狭開先サブマージアーク溶接の例を図 3.182 に
示す。開先角度、板厚、継手の重要度および溶接能率
などに応じて、1 層 1～3 パスの積層方法が選択され
る。

図 3.181　狭開先ティグ溶接 8）
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