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まえがき＝自動車業界で多用される薄鋼板の重ねすみ肉
溶接継手は，疲労強度の向上に対するニーズが大きい。
疲労強度の低下を招く主な要因としては，溶接金属止端
部の形状によって生じる応力集中 1 ）と溶接金属止端部
周辺に生じる引張残留応力 2 ）が挙げられる。引張残留
応力を低減させる手段の一つとして，溶接材料自体の成
分制御による方法が考案されている。この溶接材料は低
変態温度溶接材料と呼ばれ，通常よりも低い温度で溶接
金属をマルテンサイト変態させ，その際の膨張を利用し
て溶接金属止端部近傍に圧縮残留応力を導入する効果が
ある 3 ）。低変態温度溶接材料を用いたさまざまな実験は
行われており，重ねすみ肉溶接継手についても検討が行
われている 4 ），5 ）。しかし，一般的な溶接材料との比較実
験や母材の鋼種を変更した場合の影響調査等について個
別の研究報告はあるものの，溶接条件や板厚といった基
礎条件が揃（そろ）っておらず，諸因子の残留応力に対
する影響の度合いを評価した報告例は少ない。
　そこで著者らは，重ねすみ肉溶接継手における残留応
力特性について，溶接条件や板厚などの基礎条件を管理
した系統的調査を行った 6 ）。本報では，鋼種，板厚，溶
接ワイヤを変化させた場合の残留応力への影響度合いを
調査した。また，実際にその残留応力レベルが疲労強度
に影響を与えるかに関しては，疲労試験結果 7 ）と比較・
評価した結果を報告する。

1 ．試験方法

1. 1　供試材
　供試鋼板は，Mild steel，590 MPa級鋼，780 MPa級鋼
で，それぞれ板厚2.9 mm（590 MPa級鋼のみ2.3 mmと

3.6 mmも準備），幅85 mm，長さ300 mmの平板を用い
た。マグ溶接用のワイヤは，薄板のすみ肉溶接に一般的
に使用される軟鋼ソリッドワイヤ（JIS Z 3312 G49 A2 
M16），C量を増加して変態点を調整したメタル系フラ
ックス入りワイヤ（以下，高Cフラックス入りワイヤと
いう），低変態温度溶接材料であるソリッドワイヤ

（10Cr-10Ni）の 3 種を用いた。それぞれのすみ肉溶接金
属の化学成分例を表 1 に示す。
1. 2　溶接方法
　板厚2.3～3.6 mm，幅85 mm，長さ300 mmの鋼板によ
る重ね継手に対し，80%Ar-20%CO2を用いるマグ溶接を
行った。試験板形状を図 1 に示す。図 1 に示すとおり，
試験板の拘束は板状の拘束ジグを 3 箇所のクランプで上
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図 1  試験体形状と温度測定位置
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から押さえる方法とした。この拘束は溶接開始から 3 分
後に外した。
　各溶接材料について表 2 に示す溶接条件とし，繰返し
数は 2 として溶接を実施した。Test No. 1 ，2 ，3 ，6 ，
7 は，実施工を想定し溶着量が一定となるように電流と
電圧とを調整した。Test No. 1 ，4 ，5 については実施
工を想定し，下板の板厚に対する溶込み深さの割合を
40%程度となるように電流と電圧とを調整した。
1. 3　温度測定
　有限要素法解析における入熱条件の基準とするべく，
溶接時の鋼板表面温度測定を行った。図 1 に示すとお
り，測定位置は試験板中央とし，上板は板端部から
4 mm，下板は上板端部から 6 mmと 8 mmの計 3 か所
とした。測定にはメモリハイコーダおよび素線径
0.32 mmのK熱電対（ガラス繊維被覆）を用いた。
1. 4　有限要素法解析
　残留応力分布を明らかにするため，有限要素法解析を
行った。解析ソフトは「Quick Welder（㈱計算力学研
究センター）」を使用した。解析モデルは実験で使用し
た試験体と同じ形状の 3 次元モデルとした（図 2 ）。モ
デル上での拘束は，実験と同じ位置で角変形方向に完全
拘束し，拘束時間も実験と同じ 3 分とした。その他解析
条件は表 3 のとおりである。物性値には温度依存性を考
慮した参照値 8 ）および実測値を用いた。ただし，温度
に対する変化が少ない密度およびポアソン比は，温度依
存性を無視して一定値とした。
1. 5　残留応力測定
　解析結果の妥当性を検証するため，Ｘ線回折法により
残留応力を実測した。試験板中央のビード止端部から
0.5 mm，1.5 mm，2.5 mmの計 3 点を測定位置とした。
重ねすみ肉溶接継手における疲労破壊は，応力集中部で
ある溶接金属止端部が起点となるのが一般的であり，き
裂の開口に寄与する残留応力は，溶接線直角方向が支配
的となる。このため，測定方向は溶接線直角方向（σy）
とした。また，測定面には電解研磨処理（深さ約200μm）
を行い，表面の加工ひずみを除去した。残留応力の測定
方法は日本材料学会のX線応力測定法標準に準拠し
た 9 ）～11）。測定条件を表 4 に示す。

1. 6　平面曲げ疲労試験
　重ねすみ肉溶接継手から図 3 に示す形状の試験片を
切り出して疲労試験に供した 7 ）。曲げ変位一定型の平面
曲げ疲労試験機を用いて，室温，大気中，周波数25 Hz

（1,500 cpm），初期応力比R=－ 1 で疲労試験を実施し
た。変位一定型の試験であるため，き裂が発生すると設
定荷重以下での試験が継続することになる。本試験で
は，設定荷重に対して50%まで荷重が減衰したところで
試験機が停止するように設定した。また，繰返し数 2 ×
10 6 回を疲労限度と定義して試験を終了した。

2 ．結果および考察

2. 1　実験値と解析値の比較
　溶接継手から得られたマクロ写真を元に解析モデルを
作成した。溶接時の温度測定結果と解析結果の代表例と

表 2  溶接条件
Table 2  Welding conditions

図 2  解析モデル
Fig. 2  Analytical model

表 3  解析条件
Table 3  Analysis conditions

表 4  残留応力測定条件
Table 4  X-ray stress measurement conditions

図 3  平面曲げ疲労試験片
Fig. 3  Specimen for plate bending fatigue test
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して，Test No. 2 の結果を図 4 に示す。3 か所の温度測
定位置において，実測値と解析値は良い一致を示してい
る。Test No. 2 以外の条件においても，入熱効率を70～
80%の間で調整した測定結果と解析結果で良い一致を示
した。
　図 5 に溶接線直角方向の残留応力（σy）を示す。解
析における溶接線直角方向の残留応力は，止端部から離
れた点から止端部へ近づくにつれて圧縮となっている。

実験値を確認すると止端部近傍においては解析と同様の
傾向となりよく一致している。また，疲労強度に影響の
ある止端近傍の残留応力の詳細分布が解析結果により得
られる。したがって，以降は解析結果で考察することと
する。
2. 2　鋼種と残留応力の関係（図 5（a））
　溶接線直角方向の止端部残留応力は，鋼板強度によら
ず－20～－50MPa程度で大きな差はない。板厚 2 mm
について同様の実験が行われた例では，高強度鋼板ほど
止端部は圧縮残留応力が大きく，HT590とHT780とで
は150MPa程度の差があると報告されている 5 ）。今回の
結果では，HT780がHT590に比べて圧縮残留応力が大
きいが，その差は30MPa程度であった。既報 5 ）の断面
マクロ写真において，HT590とHT780では下板への溶
込み深さが異なっている。本実験では溶接条件を管理し
ており，溶接金属は鋼板の強度に関わらず同様の形状を
示している。溶着金属量の異なる既報 5 ）では，止端部
の残留応力に影響を与える溶接金属の収縮量や温度履歴
がHT590とHT780で異なる。このように，鋼種以外の
影響も加わっていた可能性があり，今回の結果と異なっ
たと推察する。板厚2.9 mmで実施工を想定した溶着量

図 5  溶接線直角方向の残留応力
Fig. 5  Transverse residual stress

図 4  温度実測と解析の比較（Test No. 2 ）
Fig. 4  Comparison of temperature transitions between measurement 

and analysis (Test No. 2 )
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が一定となる場合には，鋼板強度によって止端部の残留
応力は大きく変わらないといえる。　
2. 3　板厚と残留応力の関係（図 5（b））
　板厚2.3～3.6 mmの範囲では，溶接線直角方向の止端
部残留応力は－25～－45 MPa程度で，板厚による残留
応力の明確な差はなかった。一般的に，板厚が厚くなる
ほど溶接時の拘束は強くなり，残留応力は高くなる。し
かし，板厚2.3～3.6 mmという狭い範囲において，板厚
に対する溶込み深さの割合が一定であれば，板厚の影響
はほぼないということが分かった。
2. 4　溶接ワイヤと残留応力の関係（図 5（c））
　溶接ワイヤによって溶接線直角方向の止端部残留応力
に明確な差が生じた。10Cr-10Niソリッドワイヤ，高C
フラックス入りワイヤ，軟鋼ソリッドワイヤでマルテン
サイト変態点および変態による膨張量が異なるためと考
えられる。
　変態点測定装置で冷却速度40℃／sで測定した溶接金
属の伸び－温度曲線を図 6 に示す。軟鋼ソリッドワイヤ
でも，変態による膨張で引張応力を緩和することになる
が，変態点が高いため再び収縮しはじめる温度も高く，
変態による膨張効果が室温付近で得られない。低変態温
度溶接材料では，変態温度が低いため膨張による引張応
力の緩和および圧縮応力の付与の効果が室温付近まで継
続する。変態開始温度は10Cr-10Niソリッドワイヤで388

℃，高Cフラックス入りワイヤで403℃である。このよ
うに，変態開始温度に大きな差はないが，膨張量（伸び
量）が異なる。変態膨張による圧縮残留応力付与の効果
は，膨張の大きい10Cr-10Niソリッドワイヤの方が勝る。
今回の結果は，変態点が低く膨張量の大きいワイヤほ
ど，止端部近傍の残留応力は圧縮となっており，過去の
低変態温度溶接材料に関する研究報告と一致してい
る 4 ）。
　板厚内部の残留応力分布を図 7 に示す。変態点が低く
膨張量の大きい材料ほど，溶接金属内部および止端部近
傍に圧縮残留応力が広がっていく傾向が確認できる。低
変態温度溶接材料を用いたビードオンプレート溶接に関
する解析では，溶接金属内部に圧縮残留応力が広く分布
しているとの報告があり12），今回の結果と一致してい
る。本試験においては，変態点を 3 段階で変えた試験を
行った。これにより，溶接金属内部の圧縮残留応力分布
の範囲が，変態開始点および変態終了点が低く，かつ膨
張量が大きくなるほど広がっていくことを示した。
2. 5　残留応力と疲労強度の関係
　薄板のマグ溶接継手において，疲労強度に関係する溶
接線直角方向の残留応力は，溶接ワイヤの種類により大

図 6  温度－伸び曲線
Fig. 6  Temperature-Dilatation curve

図 8  断面マクロ観察
Fig. 8  Cross-sectional macrographs

図 7  溶接線直角方向の残留応力分布
Fig. 7  Cross-sectional distributions of transverse stresses
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きな影響を受けることが前節までの結果で分かった。そ
こで，軟鋼ソリッドワイヤと10Cr-10Niソリッドワイヤ
における残留応力の差が疲労寿命に影響を及ぼすかにつ
いてを疲労試験で検証した。
　具体的には，表 2 の条件で作製した重ねすみ肉溶接継
手から試験片を採取し，平面曲げ疲労試験を行った。作
製した重ねすみ肉溶接継手の断面マクロ写真を図 8 に
示す。この断面マクロ写真から止端形状を測定し，フラ
ンク角および曲率半径を求めた。また，次式13）を用い
て応力集中係数Kt を算出した（表 5 ）。

　Kt：応力集中係数
　θ：フランク角（rad）
　ρ ：曲率半径（mm）
　T：重ね部の板厚（mm）
　t：下板の板厚（mm）
　h：溶接金属の高さ（mm）
　応力集中係数は軟鋼ソリッドワイヤで1.8，10Cr-10Ni
ソリッドワイヤで1.3となっており，10Cr-10Niソリッド
ワイヤが若干低い結果となった。応力集中を見ると疲労
強度に対し10Cr-10Niが優位である。
　平面曲げ疲労試験結果を図 9 に示す。軟鋼ソリッドワ
イヤと比較して，10Cr-10Niソリッドワイヤは全域にわ
たって高寿命側となった。10Cr-10Niの圧縮残留応力が
効果的に作用したと推察できる結果ではあるが，溶接金

属止端形状による応力集中の影響も含まれる。したがっ
て，今回の結果だけでは，10Cr-10Niソリッドワイヤの
圧縮残留応力がどの程度疲労強度向上に寄与したか判断
できない。しかし，種々の溶接条件で止端形状を管理し
た評価をすることで，残留応力の寄与率を定量化するこ
とも可能だと考える。

むすび＝薄板のマグ溶接における残留応力特性につい
て，理論および実験により，鋼種・板厚・溶接ワイヤに
よる影響を系統的に調査して以下の結果を得た。

（ 1 ）薄板の重ねすみ肉溶接継手において，疲労強度で
重要視される溶接線直角方向止端部の残留応力は，実施
工を想定した本テストにおいて，鋼種と板厚の影響はあ
まりなかった。また，変態点が低く，変態膨張量の大き
いワイヤほど圧縮応力が発生した。

（ 2 ）溶接線直角方向において，鋼種の影響はわずかで
ある。高強度鋼板ほど圧縮残留応力となるものの，明確
な差は見られなかった。

（ 3 ）溶接ワイヤの影響については，変態点が低く，変
態膨張量の大きい材料ほど，溶接金属内部の圧縮残留応
力分布の範囲が広がっていた。

（ 4 ）平面曲げ疲労試験の結果，低変態温度溶接材料で
ある10Cr-10Niソリッドワイヤの適用により軟鋼ソリッ
ドワイヤより疲労強度が向上することを確認した。疲労
強度が向上した要因の一つには，止端部の圧縮残留応力
の影響があると推察される。
 
　本検討の実施にあたり，ご助言いただきました大阪大
学工学研究科の望月教授，大阪大学接合科学研究所の村
川招聘教授，堤准教授および菅客員教授に深く感謝の意
を表します。
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図 9  疲労試験結果
Fig. 9  Results of fatigue test

表 5  応力集中係数Kt
Table 5  Stress concentration factor, Kt


