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  高精度建造法の確立を目的に，船殻ブロックの仕上がり精度向上，ドック搭載時に発生する他

のブロックとの組合せ作業の低減に取り組んでいる．その取組みの一つとして溶接入熱が少なく

溶接変形の発生を低減できるレーザ・アークハイブリッド溶接法の導入を図った．本溶接法は大

掛かりな設備投資を伴うため，ヨーロッパの一部の客船専用造船所を除き，造船業界には広く普

及していなかった．今回簡易な設備で従来の造船工作と同じ要領で適用可能な施工法として開

発を行い，一般商船への適用を実現させたのでこれを紹介する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

一般商船の高精度建造法は建造期間の短縮と品質向上に大きく寄与する建造法として今後

韓国や，中国の造船所との競争激化に対して進めていくべき有効な工作法と考えられる．その実

現のためには，溶接変形の低減を図る必要があり，その手段の一つとして溶接変形を大幅に低

減できるレーザ・アークハイブリッド溶接の造船への適用を検討した．本溶接法はレーザ溶接の

利点とアーク溶接の利点を組み合わせた溶接法として，1990 年代にヨーロッパの造船所と船級

協会を中心に開発され，特に客船建造や大型ヨットを対象にしたヨーロッパの一部の造船所で適

用されている．一般的に低入熱溶接施工法として，溶接後の部材の変形を抑えられる利点がある

ものの，大掛かりな機械設備の初期投資などの課題があり，ほとんどの造船所では導入の試みは

されているものの実用化に至っていないのが実状である．今回この課題の解決策として大掛かり

な機械設備を必要とせず，鋼板の突き合わせ溶接を対象に従来施工法と同じ要領で施工可能な

レーザ・アークハイブリッド溶接法を開発した．開発した溶接法は，船級協会の施工承認を取得し

現在実船に適用している． 

|2. 実用化の課題とレーザ・アークハイブリッド溶接法の特長 

2.1 大掛かりな設備投資 

レーザ・アークハイブリッド溶接法は，厳しい開先精度を要求されるだけでなく，品質が溶接中

のレーザの狙い位置の精度にも著しく影響されることから溶接前準備として開先の機械切削や，

溶接中の鋼板の移動を防止するクランプ装置などの大掛かりな専用装置が必要になってくる．さ

らに造船工作で一般的に使用されている防錆用のショッププライマーや組立て作業で通常施工

される仮付け溶接なども溶接品質を確保する上での課題になってくると言われていた．そのため

大型設備投資が不可避と考えられているだけでなく，大型設備設置のために新たな施工ステー
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ジを設定する必要もでてくる．本溶接法の開発に当たっては，レーザ・アークハイブリッド溶接に

関するこれまでの常識的な施工法にとらわれずに，かつ従来の造船工作の施工法の利点をいか

しながら，新しい施工法として確立した． 

2.2 溶接変形の低減 

鋼板から部材を切り出し，取り付けて開先を形成する作業は，開先精度を確保する上で重要な

作業であるが，最終的に若干のギャップに対しても開先精度への許容度が大きいアーク溶接の

利点を活かし，かつエネルギー密度の高いレーザ光を熱源として併用したレーザ・アークハブリッ

ド溶接法を採用することにした．本溶接法は，溶接開先部の狭い範囲を深く溶け込ませることが

可能なため，溶接入熱を低く抑えることが出来，溶接変形の低減が期待できる． 

第一段階の開発として突き合わせ溶接継手を対象とし，鋼板の対象板厚は 4.5mm から

13mm とし，鋼種グレードは通常の軟鋼から降伏点 36kg 級高張力鋼までとした．またレーザ発振

器は近年の開発状況を調査した結果，高出力で安定したレーザビーム品質を確保できるなどの

多くの利点を持つ 10kＷファイバーレーザを採用することにした． 

溶接施工法の溶接変形低減効果を検証するため，実際の船体構造を模擬した数値シミュレー

ションを実施した．シミュレーションでは自動車運搬船のデッキパネル構造をモデル化し，板継溶

接部の突き合わせ溶接，縦通肋骨のすみ肉溶接部に溶接時の熱量を入力して構造物全体の変

形量を計算した．計算に当たってはレーザ・アークハイブリッド溶接とアーク溶接を比較できるよう

にした．図１に溶接による変形量の計算結果を示す．レーザ・アークハイブリッド溶接を適用した

場合の変形量は，通常のアーク溶接の変形量の半分程度に低減できることが分かった．本溶接

法を導入してこの効果を実際に引き出すために各種の検討を行った． 

図１ 溶接変形量計算結果 

|3. 新しい溶接施工法の開発 

3.1 開先処理 
溶接前の開先処理に関しては，現有設備を考慮するとともに，部材の切断精度を確保するた

め，現有設備のプラズマ切断とレーザ切断の両方の切断品質を検証した．また切断後のショップ

プライマーの影響も検証した． 

プラズマ切断とレーザ切断の開先面の違いを図２に示す．プラズマ切断では開先面の平坦度

で劣ることや開先面に“たれ”が発生するなどの現象が発生することが分かる．これに反してレー

ザ切断の開先面は極めて良好な平坦度が得られることが分かる．開先面をできるだけ密着させ溶

接金属の充填を少なくすることは，溶接入熱を少なくし歪量の低減には不可欠である．この結果

を踏まえレーザ切断の施工を前提にレーザ・アークハイブリッド溶接を採用することにした． 
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図２ 切断方法と切断面の検証 

鋼板は，切断前の工程で最終的な塗装までの防錆対策のためショッププライマーが塗布され

るが，一般にショッププライマーはアーク溶接においてもその膜厚が許容より厚くなると溶接欠陥

が発生する傾向がある．したがって，レーザ・アークハイブリッド溶接を採用するヨーロッパの造船

所では，施工上の環境を確保した上で機械切削を行い，先の開先面の平坦度確保とショッププ

ライマーの除去も合わせて適用しているのが実情である．今回，汎用性を増すため一般商船に

適用されている通常の品質レベルでレーザ切断のままとし，必要以上に開先面のノロの除去やシ

ョッププライマー除去を行わないで施工できるように溶接条件を確立した． 

3.2 鋼板の固定要領 

通常の鋼板の固定方法は仮付け溶接を行うが，これまでのレーザ・アークハイブリッド溶接の施

工法では，仮付け溶接部が実質上の板厚増加になりレーザの出力をアップさせる必要があること

や熱歪による鋼板の移動（ズレ）が溶接中のレーザの狙い位置の確保に障害になることから鋼板

全体を拘束する大掛かりなクランプ装置を導入して鋼板を固定して溶接する必要性があった．本

溶接法開発に当たっては，一般的施工法である仮付け溶接を採用して良好な溶接継手を確保

することを目的に溶接条件の検証を行った．図３に仮付け溶接ビード形状と溶接ビード表裏面の

ビード外観を示す．仮付け方法は，できるだけ小さな点付けとしアーク溶接で容易に溶融されか

つレーザ溶接に影響しない施工法とした．レーザ・アークハイブリッド溶接の溶接後のビード表面

は，仮付けビードの影響はなく，溶接金属の溶け込みも十分に確保されている．また裏面のビー

ド形状においても仮付け溶接の影響は全くないことが分かり，今回の溶接条件では大掛かりなク

ランプ装置を必要としないで溶接品質を十分に確保できることが分かった． 

 
図３ 仮付け溶接部の本溶接品質 
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3.3 開先倣い 

溶接線は溶接中の熱歪などの影響で若干の移動（ズレ）や変形が発生しているため，溶接開

始から溶接終了まで同じ位置で固定されているとは限らない．そのため溶接中の溶接線の倣い

機構が必要となってくる．また開先は溶接開始点から終了点まで均一なギャップであるとは限らな

いため，溶接中の最適な溶接狙い位置を常に保持することが必要になる．このため開先倣いと開

先のギャップの両方をリアルタイムで検出し溶接条件に反映する仕組みを開発した．図４にセン

サによる開先の倣い状況のモニタ画面を示す．溶接線を倣いながら開先のギャップ，目違いを検

出して最適な溶接狙い位置を検出し，最適な溶接条件となるようにした． 

図４ 溶接倣いセンサによる溶接狙い位置 

|4. 溶接施行と継手品質の検証 

4.1 溶接施行 

レーザ・アークハイブリッド溶接では，溶接電流，溶接電圧，溶接速度に加えレーザ出力の４つ

のパラメータが溶接入熱に関わってくる．溶接施行に当たっては開先精度のバラツキに合わせて

レーザ出力とアーク溶接入熱を調整する施工条件とした．図５に高張力鋼への適用例として,

５mmAH36 材及び 13mmAH36 材の突き合わせ溶接ビード断面のマクロ写真を示す．溶接ビード

幅を終始一定に保つことができるよう各板厚と開先精度に対応した溶接条件をすべて自動で施

工できるようにした． 

      

 5mm AH36 材 13mm AH36 材 

図５ レーザ・アークハイブリッド溶接のビード断面 

4.2 溶接継手の品質検証 

実船に適用するに当たり，溶接継手の品質を検証した．適用鋼材のグレードにあったアーク溶

接材料を選定し，船級協会の溶接施工承認を取得するために考えられる全ての検証を行うことに

した．通常の溶接施工承認試験で要求される目視検査，非破壊検査，引張強度試験，曲げ強度

試験，硬度試験，マクロ試験，シャルピーＶノッチ衝撃試験に加え，疲労試験，大型破壊靭性試

験を実施した． 
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図６にレーザ・アークハイブリッド溶接部のシャルピーＶノッチ衝撃試験の結果を示す． 

今回開発した施工法は上記全ての試験の要求値を十分に満足し，実船適用に向けて継手品

質に問題のないことを確認するとともに，日本海事協会及びロイド船級協会の施工承認を取得

し，現在実船の建造に適用している． 

 

 

図６ 溶接金属の衝撃試験結果  

 

|5. 実船への適用状況 

5.1 溶接装置の構成 

溶接装置は，大型のガントリを有する設備が多く，簡易な設備での実用化はあまり見られない．

客船建造を行っているヨーロッパの造船所では，客船専用工場として大掛かりな設備を導入して

いる例はあるが，一般商船を建造する造船所においては設備面での専用化は困難である．そこ

で通常の板継溶接の施工法に注目し現状の溶接作業とできるだけ同じ施工方法を採用できるよ

うにするため，通常の板継溶接で使用される溶接台車を使用することにした．図７に装置の概要

を示す．溶接台車上にレーザ溶接トーチ，アーク溶接トーチとアーク溶接用のワイヤ送給装置な

どを搭載した．さらに溶接線倣い用のレーザセンサを搭載した．溶接台車は溶接線に沿って置か

れたレール上を走行しながら溶接できるようにした． 

  

 
 

図７ レーザ・アークハイブリッド溶接台車の外観  
 

5.2 実船への適用 

本溶接法は，2010 年２月より一般商船への適用を開始した．適用対象船は，大型原油タンカ

ー（ＶＬＣＣ），コンテナ船，深冷船（ＬＮＧ船，ＬＰＧ船）などであるが，適用板厚，適用鋼種の関係

で適用継手は船体の上部構造や機関室の壁材などのいずれも板厚 13mm 以下の比較的板厚の

薄い鋼板の突き合わせ溶接継手とした． 
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図８に実船での適用箇所の例を示す．図９に実際の上部構造の板継溶接に施工している状況

を示す．溶接後の歪量も小さく当初の目的である高精度なブロック建造に有効であることを確認し

た．今後は個船ごとの適用箇所をさらに拡大していく計画である． 

 
 

図８ 実船適用箇所  

 

      

 溶接施工 状況溶接後の状況  

図９ ブロックの突き合わせ継手への適用状況  

|6. まとめ 

造船でのレーザ・アークハイブリッド溶接は，その有効性は認められながらも，初期の設備投資

が大きな障害になり，ヨーロッパの一部の客船専用造船所での適用に留まり，一般商船には普及

しない溶接法であった．今回当社において開発，実船適用したレーザ・アークハイブリッド溶接法

は初期の大掛かりな溶接設備の導入や新たな作業工程を必要とせず，従来の溶接施工法と同

様な施工法で適用可能なことを確認した． 

今後は，突き合わせ溶接による実績を積み上げながら，さらにすみ肉溶接への適用拡大を

図っており，近日中にも船級協会の施工承認を取得できる見込みである． 

ブロック製作において必要とされる突き合わせ溶接，すみ肉溶接の大半がレーザ・アークハイ

ブリッド溶接のような低入熱溶接法で施工されるならば，溶接後の変形が低減でき，歪取り作業が

軽減されるだけでなく，ブロックの建造精度が向上し，船体の高精度建造法の確立に向けても大

きく前進するものと考えられる． 

参考文献 
 (1) Gerritsen et al  : A Review of the Development and Application of Laser-Arc Hybrid Welding in 

European Shipbuilding, 11th CF/DRDC International Meeting on Naval Application of Materials

Technology（2005） 

（2） 山岡 : 重工業分野におけるレーザ加工応用,第 70 回レーザ加工学会論文集（2008） 

（3） 例えば，Meyer Werft ホームページ http://www.meyerwerft.com  
 


