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　アルミニウム（Al）合金は、軽量で、
成形／加工がしやすく、十分な強度を
備えることから、自動車、航空宇宙、
スポーツ業界で一般的に使用されてい
る。Al合金パネルやシートの接合には
通常、機械的なリベット接合、アーク
溶接、ろう付け、摩擦攪拌溶接、レー
ザ溶接、そしてレーザとアークを組み
合わせた溶接が用いられる。レーザ溶
接は非常に高速で、熱歪みが少ない。
しかし、Al合金のレーザ溶接では、大
量のポロシティが生成される場合が多
く、接合強度は一般的に、元の材料の
50〜75%と非常に低くなってしまう。
　Al合金のレーザ溶接では、次のよう
ないくつかの要因によってポロシティ
が生成される。
　1. 表面の酸化皮膜に含まれる水素な
ど、表面の汚れ。Al合金表面の酸化
皮膜には、水素（H2）が入り込むこと
が多い。レーザ溶接時に、水素が溶融
池に放出されて溶け込む可能性がある。
液体Al中の水素の溶解度は、固体の
中よりもずっと高い。液体中の水素の
溶解度は次の式で表される（1）。

2760（　）logS＝ logP＋1.356＋T
1
2

固体中の水素の溶解度は次の式で表さ
れる（1）。

2080（　）logS＝ logP－0.652＋T
1
2

　ここで、Sは273°Kで760トール（torr）
の場合の水素の溶解度（単位：mL/ 100g 
Al）、Tは温度（単位：K）、Pは水素の分

圧（1トール=0.133ミリバール）である（2）。
　上の式から、液体Al中の水素の溶解
度は固体中の約20倍であることがわか
る。そのためAl合金において、溶融
池に大量の水素が取り込まれ、凝固時
にそれがポロシティを形成する可能性
がある。オイルやグリースといった表
面のその他の有機的な汚れも、溶接部
分に水素ガスが入り込む要因になり得
る。水素の混入によって生成されるポ
ロシティは通常小さく（直径0.5mm未
満）、一般的には数十マイクロメートル

程度である。溶融池内のポロシティは
ゆっくり移動する。ポロシティの移動
速度（2）は、次の式で算出できる。

2r2・Δp・g（ 　 ）＝ 9μμ

　ここで、rはポア（気孔）の半径、Δp
は液体とポア内の気体の密度の差、gは
重力加速度、μは液体の動粘度、p は液
体密度である。Al合金内のポアの直径
が50μmの場合、移動速度は4〜6mm/s
となり、液体の凝固速度は通常20〜50 
mm/sであるため、ポアが液体の外に
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図1　レーザ出力、溶接速度、シート間隔が、Al合金AA6014のレーザ溶接におけるポロシテ
ィ形成に与える影響（7）



出ることは難しい（3）。
　2. キーホールポロシティ。一般的に
106W/cm2を超えるレーザパワー密度
で行われる、キーホール溶接（深溶け
込み溶接）で発生する。比較的厚みの
ある（3mm以上）のAl合金を溶接する
場合は、深溶込みのキーホール溶接が
必要である。レーザ溶接時に高圧の蒸
気／プラズマが生成されることによっ
て、キーホールが形成される。蒸気が
溶融池から出る際の反動で高圧が生
じ、深い蒸気ホールが形成される。こ
のようなキーホールによって、熱伝導
に基づく低いパワー密度のレーザ溶接
の場合よりも、材料の奥深くまでレーザ
ビームが吸収される。キーホールが安
定しない場合（材料の表面張力が蒸気
の反跳力よりも大きいと、キーホール
は崩壊する）、または、材料が急速に
凝固する場合は、蒸気が溶融部分に残
り、大きなポロシティが形成される（一
般的に0.5mm以上）。
　3. 合金構成物質の気化。合金に含
まれるマグネシウム（Mg）、マンガン（Mn）、
銅（Cu）、ケイ素（Si）などの材料が気化
し、溶融部分に入り込んでポロシティ
を形成する可能性がある。このような
合金構成物質は、材料の表面張力と粘
度にも影響を与える可能性がある。

　軽合金のレーザ溶接におけるポロシ
ティを減少させるための方法がいくつ
か存在する。例えば、ガス噴射の制御（3）、
発振ビームの使用（4）、2ビームによる溶
接（5）、表面クリーニング（6）といった方
法がある。ポロシティは通常、低いパ
ワー密度による熱伝導を抑えたレーザ
溶接を適用すれば少なくなるが、そう
すると加工効率も一般的に低くなる。
　本稿では、自動車用の6000シリーズ
合金（AA6014）のレーザ溶接において、
溶接ポロシティを低減するためにレー
ザクリーニングを適用した事例を紹介
する。AA6014は、Aiを0.5〜0.7%、F
を最大0.35%、Cuを最大0.2%、Mnを
0.05〜0.2%含有するAC-170PXとし
て一般的に知られている。Al合金シー
トの成形時に、Al表面をチタンとジリ
コニウム（4mg/m2）、そして乾燥潤滑
剤（AlO70、1.5g/m2）でコーティングし、
成形後に皮膜として表面に残した。溶
接は、フィラーワイヤと5.3kWのディ
スクレーザで行った。

レーザ出力、速度、シート間隔が
ポロシティに与える影響
　図1は、AA4043（Si 5.3%）のフィラ
ーワイヤを使用したフィレットエッジの
溶接において、レーザ出力（2〜5.3kW）、

溶接速度、シート間隔が、溶接ポロシ
ティの形成に与える影響を示している（7）。
それぞれの溶接条件において、ライン
エネルギー（単位長あたりのエネルギー）
は同等だが、レーザ出力（と速度）が高
いほど、ポロシティが増加する。シー
トの間にすき間を空けると、ポロシティ
を大きく減少させることができるが、
それでもまだかなり多い。図2に示す
ように、これらのポロシティは一般的
に直径200μm未満となる（7）。

フィラーワイヤが
ポロシティに与える影響
　図3は、AA4043（Si 5.2%）、AA4047

（Si 12%）、AA3004（Si 0.3%、Mn 1〜
1.5%、Mg 0.8〜1.3%）という3つの異な
る種類のフィラーワイヤが、AA6014
合金のレーザ溶接においてポロシティ
形成に与える影響を示している（8）。Si
とMg/Mgの含有率が高いと、ポロシ
ティ形成が抑えられるようである。Si
は材料の流動度を高め、液相粘度を低
下させるため、ポロシティの減少につ
ながる。Mn/Mgは容易に気化するが、
それに勝る利点を備えており、Al合金
にそれらを含まないよりは含む方が良
い結果が得られる。MnとMgは表面
張力を低下させるため、キーホールが
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図２　レーザ出力5300W、溶接速度50 mm/s（3 m/分）でAl合金AA6014のレーザ溶接を行った場合の、一般的なポロシティサイズの分布（7）



崩壊する可能性が低くなる。

レーザクリーニングが
ポロシティに与える影響
　レーザクリーニングには、ナノ秒パルス
Nd:YAGレーザ（600W）を使用し、ラ
スタスキャン（95mm/s）によって厚さ
約20μmの表面皮膜を除去した。図4は、
レーザクリーニングを行った場合と行
わなかった場合の、レーザ溶接による
ポロシティ形成を比較したものである

（9）。明らかに、3つすべてのレーザ溶
接パラメータに対して、レーザクリー
ニングによってポロシティが著しく減
少し、すべてのケースにおいてポロシ
ティが1%未満という結果が得られた。

工業的応用分野
　本稿に示したレーザクリーニング／
溶接技術は現在、英ジャガーランドロ
ーバー社（Jaguar Land Rover）の自動
車製造で実用化されている。科学的研
究結果によって、Al合金の溶接にレ
ーザ溶接を採用することに対する信頼
性と理解が高まっている。

まとめ
　本研究によって、レーザクリーニング
に、Al合金のレーザ溶接の品質向上（ポ
ロシティ減少）の効果があることがはっ
きりと実証され、この技術は業界で実用
化されている。ただし、レーザクリーニ

ングは、薄いAl合金の溶接におけるポ
ロシティの低減には大きく貢献するが、
厚みのあるAl合金の溶接にはそれほど
効果がないかもしれないことに言及して

おかなければならない。厚みがある場合
は、表面の酸化皮膜と汚れよりも、キー
ホール効果によるポロシティが大きな割
合を占める可能性が高いためである。
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図3　レーザ出力5300W、溶接速度50 mm/sの場合に、3つの異なる種類のフィラーワイヤがポロシティ形成に与える影響の比較（8）
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