
ウォブルモードレーザ溶接を用いた高張力鋼溶接材の組織と機械的性質 

Microstructure and mechanical properties of high-tensile steel joint welded by using wobble mode of laser welding 
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Abstract: Two types of high-tensile steel of different strengths were laser welded. Wobbling method was used to join the materials by 
moving the laser beam in a circular mode. Microstructure observation of the welded interface was performed using an optical 
microscope. Erichsen and Vickers hardness tests were used to evaluate strength. Joining was accomplished using wobbling and was 
more extensive than straight laser welding. Also, the width of the molten solidification zone tended to increase with increasing 
rotation speed and rotation radius, but the thickness tended to decrease. 
 
１． 緒言 
近年，大気汚染を始めとする地球環境問題が深刻化

している．輸送機器のひとつである自動車分野では，

環境への配慮からガソリン車から電気自動車やハイブ

リット車への需要が高まっている．ゆえに，燃費向上

を目的とした車体軽量化が進められている［１］．さらに，

軽量化と相反する性質として，車体の安全性に着目し

た高剛性化も図られている．両性質を同時に実現する

材料は，高張力鋼，アルミニウム合金や炭素繊維プラ

スチックが挙げられる．鉄鋼材料は，他の金属・非金

属材料に比べて，材料コストが安価であり，リサイク

ル性に富んでいることから，使用比率が年々増加して

いる［２］．近年，高張力鋼を接合する方法として，高精

度で，自動化可能なレーザ溶接が用いられている． 
しかし，従来のレーザ溶接を用いて，突き合わせて

行う時，被接合材に隙間や段差を生じ，溶接が困難と

いう課題が挙げられる．そこで，ウォブリングと呼ば

れる技術を検討する．この技術を用いると，溶接線形

状の制約がなく，継手形状あるいは溶接仕様に合わせ

て様々な形状での溶接が容易に実現できるというメリ

ットがある［３］．しかし，本研究における調査が成され

た事例が少ない．本研究では，Fig.1のように高張力鋼
を突き合わせてレーザ溶接をした場合，レーザビーム

の照射の方法やビームの回転半径や回転速度を変えた

場合における組織の厚さや幅，強度について調査した． 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Laser butt welding by wobbling circle method． 
 
２． 実験方法 
供試材には，JSC980YL高張力鋼板と JSC590Y高張
力鋼板を用いた．接合材の寸法は 300 mm×84 mm×1.2 
mm であり，突き合わせ溶接材をレーザ溶接で作製し

た．レーザ光を接合材の突合わせ面の長手方向に照射

したストレートレーザ溶接及びレーザ光を円弧を描く

ように動かしながら照射させたサークルウォブリング

レーザ溶接を行った． 
Table 1 に溶接条件を示す．表中のプライム表記は，

ストレートレーザ溶接材，無印表記は，サークルウォ

ブリングレーザ溶接材を示している．出力値を 2.5~3.5 
kW，溶接速度を 4.00 m/min，ディフォーカスを 5.00 mm
として溶接を行った．さらに，サークルウォブリング

レーザ溶接を用いたものは，回転半径及び回転速度を

変化させた． 
得られた接合材の強度はビッカース硬さ試験，エリ

クセン試験を用いて評価し，接合材の組織は光学顕微

鏡を用いて観察を行った．  
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Table 1 Welding conditions . 

 
Power 
of laser 

Welding 
velocity 

Radius 
of wobble 
rotation 

Velocity 
of wobble 
rotation 

[kW] [m/min] [mm] [mm/s] 

A' 3.00 4.00 - - 

A 3.00 4.00 0.400 378 

I  2.50 4.00 0.200 128 

J 3.50 4.00 0.600 565 

 
３． 結果及び考察 

Fig.2 に接合材の溶接部のマクロ組織の光学顕微鏡

像を示す．また，Table 2にそれぞれの条件の溶融凝固

部の形成幅及び厚さを示す．ストレートレーザ溶接及

びサークルウォブリングレーザ溶接の比較をする．溶

融凝固部に相当する組織は，条件 Aは，条件 A’に比べ
て，約 1.5 倍広く，溶融凝固していることが認められ

た．これは，ウォブリングにより，広範囲に熱を伝え

たためだと考えられる．サークルウォブリングレーザ

溶接の回転半径及び回転速度を変えた場合の比較をす

る．溶融凝固部の幅は，回転半径及び回転速度が大き

くなるにつれて，大きくなることが認められた．これ

は，溶融凝固部に相当する組織は回転半径や回転速度

が大きいと，照射面積が大きくなるためだと考えられ

る．しかし，溶融凝固部の厚さは，回転半径及び回転

速度が大きくなるにつれて，小さくなることが認めら

れた．これは，溶接中にスパッタなどで失われた部分

が多いためだと考えられる．Table 3にエリクセン試験

の結果を示す．全ての条件において，強度の低い母材

側が破断した． Fig.3 にビッカース硬さ試験の結果を

示す．全ての条件において，溶融凝固部に相当する組

織の硬度は，母材以上の硬度が認められた．  
 

  
 
 
 
 

Fig.2 Welding interface. (condition I)． 
 
 
 
 
 

Table 2 Width and thickness of welded area． 

 
Width 
[mm] 

Thickness 
[mm] 

A’ 0.99 1.11 
A 1.54 1.07 
I 1.16 1.11 
J 1.74 0.93 

 
Table 3 Results of Erichsen test． 

 
Molding depth 

[mm] 
A’ 15.3 
A 15.0 
I 15.6 
J 12.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 Hardness distributions of welded area． 
 

４． 結言 
本研究を通して，以下の３点が得られた． 

・ウォブリングレーザを用いても，接合が達成された． 
・ウォブリングレーザ溶接では，ストレートレーザ溶

接に比べて，広範囲に接合可能な接合法だった． 
・条件 A’，A，I，J では，ビード部における硬度に変

わりはなかった． 
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