
まえがき＝溶接部の残留応力は，継手の疲労強度や応力
腐食割れなどに大きな影響を及ぼすため，これまで数多
くの研究がなされている。電子ビーム溶接の残留応力に
ついても例外ではなく，種々の検討がなされてきてい
る1）～5）。　
　これまでの電子ビーム溶接の適用は，厚板の貫通溶接
に加え，加工費用よりも高品質な溶接が要求される原子
力あるいは宇宙関連の部品が対象であった。このため，
これまでの電子ビームに関する研究報告は，厚板の完全
溶込み溶接で，鋼種もCr-Mo鋼などの特殊鋼に関した事
例が多い。
　ところが近年の電子ビーム溶接の適用事例を見渡す
と，極厚板だけでなく 3～15mm程度の部材に適用する
ことも多くなってきている。具体的には，自動車や航空
機部品などの重ね継手やインロー形状の突合せ，あるい
は部分溶込みなどの溶接に適用されている。一方で，電
子ビーム溶接に関しては厚板の残留応力・変形挙動に関
する報告はこれまであるものの6），7），薄板の突合せや部
分溶込み溶接時の挙動に関してはいまだによく分かって
いない。また，ビーム出力，ビーム径を系統立てて研究
した事例は見当たらない。
　そこで神鋼溶接サービス㈱は，実際には近年適用が増
えているものの，いまだに研究事例の少ない「電子ビー
ム溶接による薄鋼板の突合せならびに部分溶込み溶接」
の溶接部における残留応力について調査した。具体的に
は，ビーム出力・ビーム径といった溶接条件を変えて複
数の溶接を行い，温度測定・残留応力測定を行うことに
よってその温度分布特性・応力特性を調査した。また，
測定結果の整理とその妥当性を確認するために，有限要
素法解析を実施して両者を比較・検討した。

1．試験方法

1．1　供試材

　板厚9.5×幅50×長さ100mmの軟鋼材（SS400材）を供
試材として用いた（図 1）。その材料特性は表 1のとおり
である。供試材の表面状態は黒皮のままであるが，溶接
時の不純物混入を避け健全な溶接部を得るために，突合
せ開先近傍の表面に対しては金属光沢が出るまで軽度の
研磨を行った。また，後述する残留応力測定では電解研
磨を実施するため，絶縁物である黒皮を除去する意味で
測定位置の研磨もあらかじめ行った。
1．2　溶接方法

　三菱電機㈱製 6 kW電子ビーム溶接機（図 2）を用い
て突合せ溶接を行った。溶接条件は，ビーム出力，ビー
ム径に着目し，表 2に示す 5条件とした。No.1～No.3は
ビーム出力による差を，No.2，4，5 はビーム径による差
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図 1  供試材形状および温度測定位置
������  Size of test piece and measuring point of temperature



を検討するための試験である。ここで示したビーム径は
理論値であり，1／e強度（ピーク値の約37％）までの幅
をビーム径とした。また，No.2では焦点を鋼板表面に
合わせているが，No.4，5では焦点距離を鋼板表面から
それぞれ20mm，40mm鋼板内部側にずらすことでビー
ム径を変化させた。
　また溶接試験は，いずれの条件に対しても 2回繰返し
て実施した。試験板の拘束は板状の拘束板を左右 6箇所
のクランプで押える方法とし，溶接開始から 3分程度後
に外した。
1．3　温度の測定方法

　溶接時の温度分布を把握するとともに，後述する有限
要素法解析における入熱条件の基準とするべく，溶接時
の鋼板表面温度を測定した。測定位置は，表面は開先端
部から 5 mmおよび10mmの位置，裏面は開先端部から
　2mmの位置とした（図 1）。測定は，全ての溶接試験体
に対して日置電機㈱製メモリハイコーダおよび素線径
0.32mmのK熱電対（ガラス繊維被覆）を用い，測定間隔
は10プロット／秒とした。
1．4　残留応力の測定方法

　残留応力の測定方法としては，応力弛緩法，中性子回
折法，磁気ひずみ法，バルクハウゼン法，音弾性法8）など
多種多様に存在する9），10）。今回はビード止端近傍のごく
表面近傍の残留応力を知りたかったことから，X線回折
法を選択し，測定器には㈱リガク社製 X線応力測定器

（図 3）を用いた。
　測定方向は，それぞれ溶接線方向（σL）および溶接線
直角方向（σT）の 2方向とした。測定位置は，溶接部ビ
ード止端部から0.5～6.5mmまでを1.0mm間隔で計7点と
した（図 4）。測定径は1.0mmである。また，測定面には
全て電解研磨処理（深さ約100μm）を行い，表面研磨時
の加工ひずみの影響を除去している。残留応力の測定方
法は，基本的に日本材料学会の X線応力測定法標準に準
拠している11），12）。
1．5　有限要素法解析

　残留応力の検証として，㈱計算力学研究センター製有
限要素法溶接熱解析シミュレーションプログラム
「Quick Welder」を使用し13），一般的な熱弾塑性理論14）

に基づいた溶接残留応力解析を行った。解析モデルは，
計算時間短縮のため長手方向20mm，左右1／2対称の 3
次元モデルとした（図 5）。ここで，実際の試験体と同じ
長手方向100mmのモデルでも解析を行ったが，温度や残
留応力などに長手方向20mmのモデルと大きな差がない
ことを確認している。解析条件は表3ならびに図6に示
したとおりとした。拘束条件は，実際の溶接と同じ位置
に対して溶接後 3分間 Z方向（角変形方向）を完全拘束
とした。解析時には溶接金属部の面積（体積）を定義す
る必要があるため，ここでは実試験体の断面マクロ写真
を基に決定した。
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図 2  電子ビーム溶接機
������  Device of electron beam welding

表 1  供試材の材料特性
���������Material characteristics of test piece

表 2  溶接条件
���������Welding condition

図 5  解析モデル
������  Analysis model

図 4  残留応力測定位置
������  Measuring point of residual stress

図 3  X 線残留応力測定装置
������  X-ray residual stress analyzer



2．結果および考察

2．1　温度測定結果と有限要素法解析結果の比較

　実際に電子ビーム溶接を行った溶接部の断面マクロ写
真を図 7，これらの写真から計測した溶込み深さと表面
ビード幅を表 4に示す。また，代表例として溶接条件
No.2 での温度測定結果を図 8（a）に示す。2回の溶接試
験に対する温度測定結果は比較的ばらつきも少なく，良
い結果を得ることができたが，表側 5 mm位置は最高到
達温度に差が生じることがあった。これは，他の点に比
べてビード止端に近いことから温度勾配の急な領域であ
り，わずかな熱電対の取付け位置の違いで大きな差が生

じたためと考えられる。実際，溶接後の試験体の熱電対
取付け位置を確認すると，ビード止端からの距離のばら
つきは最大で0.2mm程度であった。
　熱電対で温度を測定した位置に対応する箇所の温度履
歴の解析結果例を図 8（b）に示す。また，長手方向中央
（10mm）断面における最高到達温度の温度分布図を
図 9に示す。解析条件（入熱効率や熱源形状）を適宜調
整して解析を実行したところ，実際に測定した 3点の温
度測定値と解析値が比較的良い一致を示した。
2．2　残留応力測定結果と有限要素法解析結果の比較

　溶接線方向中央における残留応力の測定結果および解
析結果の比較の一例を図10に，解析精度を確認するため
に測定値と解析値の相関をプロットしたものを図11に
示す。また，残留応力の解析結果に及ぼすビーム出力お
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図 6  材料定数の温度依存性
������  Temperature dependence of material property

表 3  解析条件
���������Analysis condition

図 9  断面の温度分布解析
������  Cross sectional distribution of temperature

図 8  温度の測定と解析例（No.2）
������  Example of experiment and analysis of temperature（No.2）

図 7  断面マクロ写真（板厚9.5mm）
������  Photograph of cross section bead (Thickness 9.5mm)

表 4  断面マクロ形状
���������Size of cross section bead （mm）



よびビーム径の影響について整理した（図12）。さらに，
長手方向中央断面の残留応力分布図をそれぞれ図13，
図14に示す。
2．2．1　測定値と解析値の相関

　図10によると，測定結果と解析結果では値そのものに
は差が見られる点はあるものの，その傾向はおおむね良
い一致を示している。図11の相関図を見ると，測定値と
解析値はばらつきがあるものの大まかな相関は見て取れ
る。また，元々溶接部近傍の X線応力測定は値がばらつ
くことが確認されていることからも12），本解析結果は十
分有効であると考える。したがって，以降の考察は解析
値に対して行う。
2．2．2　溶接線直角方向残留応力

　図12（a），（c）によると，板表面における溶接線直角
方向応力（σT）は，いずれの試験体もビード止端近傍で
は応力は 0～圧縮応力である。止端部から離れるほど引
張応力側へとシフトし，引張応力の領域で極大値をと
る。また，図13を見ると，ビード表面および溶接金属部
の溶込み深さ先端部付近には圧縮応力，溶接金属部の溶
込み深さ方向の中央付近には最大引張応力が生じる結果
となった。これは，厚板の完全溶込み溶接に関する過去
の研究，つまり板表裏面に圧縮応力，板厚中央部に引張
応力が生じるという知見とよく一致している1），2），6）。こ
の応力分布状態は，電子ビーム溶接継手に特有なもので
ある。すなわち，一般的なアークによる多層溶接と異な
り，極めてエネルギー密度の高い電子ビームによってご
く狭い領域に瞬間的に溶接部を形成するため，そのビー
ド表面は急熱急冷の度合いが激しい。そのため，高温部
が力学的溶融温度程度まで冷却した時点では，溶接部の
溶込み深さ中央付近に最高温度領域が存在することにな
る。したがって，溶込み深さ中央付近はビード表面に比
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図11  残留応力の測定値と解析値の相関
������  Interrelationship of experiment and analysis of residual stress

図10  残留応力の測定と解析例（No.2）
������  Example of experiment and analysis of residual stress（No.2）

図 13  残留応力σTの断面分布
������  Cross sectional distribution of residual stress σT

図12  残留応力解析結果
������  Results of residual stress analysis



べて冷却が遅く，収縮が遅れることで引張応力が生じる
と推察される。また，ビード表面にはその釣合いとして
圧縮応力が生じる。過去の研究は厚板の完全溶込み溶接
に関するものであることから，板厚方向での温度分布の
影響が大きいため，ビード表面の凝固が一番遅くなるよ
うな板厚方向の入熱量とその時間依存性を持たせるよう
な計算を行っている6）。それに対し，今回の薄板の突合
せならびに部分溶込み溶接においても厚板の完全溶込み
溶接と同様の挙動を示していた。これは，今回は9.5tで
あったために極厚板と同様の挙動を示すのか，さらに薄
い板厚でも同様の挙動を示すのかは今後さらなる実験と
検討が必要である。ただ，板厚内部と板表面の温度差が
キーポイントであることを考えると，板厚が薄くなるに
つれ，板厚内部の冷却速度が遅くなる挙動は薄れていく
のではないかと推察する。
　つぎに，溶接条件による残留応力の差について考察す
る。図12（a），（c）によると，σTは①ビーム出力が大き
いほど，②ビーム径が小さいほどその極大値が止端部か
ら離れる傾向にあることが分かる。力の釣合いからいえ
ば，同一直線状のσTの総和は 0であることから，ビード
付近が圧縮応力であれば必ず引張応力の領域も存在す
る。図13に示した残留応力分布を見ると，ビーム出力が
大きくビーム径が小さいほど板厚内部の引張応力の範囲
は広くなるのと同様に，ビード表面近傍の圧縮応力も強
くその範囲も広くなっている。これにより，ビードから
ある程度距離が離れた箇所で引張応力となる，つまり極
大値が止端部から離れる傾向になると考える。
2．2．3　止端部での溶接線直角方向残留応力

　ここで，疲労強度に大きく影響を及ぼすビード止端部
のσTに注目する。電子ビーム溶接部の疲労強度は元々，
アーク溶接部よりも高く，必ずしも溶接止端部からき裂
が発生するとは限らないことが知られている15）。それ
は，アーク溶接部に比べて余盛高さが低くてビード幅が
狭いために応力集中係数が低いこと，および冷却速度が
速いために高硬度になることが要因といわれている。し
かし実際の溶接継手においては，溶接条件・継手形状に

よって残留応力の分布や応力集中係数はかなり変化する
ことも考えられ，決して楽観視できない。
　図13の解析結果に見られるように，ビーム出力が大き
いほど，またビーム径が小さいほど止端部圧縮応力が強
くなっている。すなわち，溶込み深さと止端部のσTに
相関があると推察できる。そこで，解析結果における溶
込み深さの板厚比と止端部のσTの相関を調べた（図15）。
図15によると，溶込み深さが深くなるほど圧縮応力が高
くなっていることが分かる。ビーム出力が大きいほど，
またビーム径が小さいほど圧縮応力が高くなる理由は，
既述の力学的溶融温度時の最高温度領域の存在によっ
て，板厚内部の最大引張残留応力の領域が大きくなり，
その反力としてビード表面に強い圧縮残留応力が生じる
ためであると考えることができる。
2．2．4　溶接線方向残留応力

　図12（b），（d）によると，板表面における溶接線方向
応力（σL）はいずれも，ビード止端近傍では引張応力で
あり，止端部から離れるほど応力が緩やかに下がり，圧
縮応力側にシフトする。これは，電子ビーム溶接ではア
ーク溶接に比べて入熱量が小さく溶融領域が狭いが，溶
接線方向に対する溶接金属部の力学的拘束条件はアーク
溶接と同様に厳しく，溶接金属およびその周囲の熱影響
部には強い引張応力が生じるためである。この測定結果
はσTと同様に過去の知見とよく一致している2），8）。解析
結果においてもこの傾向を比較的よく再現できている
が，図14を見ると，ビード止端近傍には局所的に圧縮応
力が生じている。これは，ビードの余盛形状の効果と，
電子ビーム溶接継手特有の板厚内部に引張応力のピーク
値が存在し，表面側に近づくにつれて応力が緩やかに下
がるという残留応力特性を有することから，条件によっ
ては圧縮応力になるためと考えられる。また，最大引張
応力が溶込み深さ中央付近にある点はσTと同様であり，
前述の最高温度領域の移動で説明できる。
　つぎに，溶接条件による残留応力の差について考察す
る。図12（b），（d）によると，σLは①ビーム出力が大き
いほど，②ビーム径が小さいほど全体的に圧縮応力側に
シフトしているが，この傾向はいずれの図についても溶
込み深さを考えることによって整理できる。すなわち，
溶込み深さが深いほど溶接金属部の引張応力の範囲が広
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図14  残留応力σLの断面分布
������  Cross sectional distribution of residual stress σL

図15  止端部におけるσTと溶込み深さの相関
������ Correlation between residual stress σT and penetration at 

weld toe



く分散しており，局部的な引張応力のピーク値が抑えら
れるために止端近傍の引張応力値が低減することにな
る。図16に溶込み深さの板厚比と止端部のσLの相関を
示すが，溶込み深さに比例して止端部の応力が低減して
いるのが分かる。

むすび＝電子ビームによる薄鋼板の突合せならびに部分
溶込み溶接を行い，ビーム出力およびビーム径を変化さ
せたときの溶接部近傍の温度および残留応力を測定し
た。さらに，有限要素法解析による検証を行うことによ
って以下の結果を得た。
（１）有限要素法による温度の解析値は，測定値と同程

度の温度になるように入熱効率や熱源形状を調整
することによって測定値と良い一致を示した。

（２）溶接線直角方向の残留応力（σT）は，ビード止端
近傍は圧縮であり，止端部から離れると引張へシ
フトして極大値をとって圧縮側へ下がるという従
来知見と同様の測定結果であり，解析値も良い一
致を示した。また，ビード表裏面に圧縮応力，溶
込み深さ中心付近に最大の引張応力が生じてお
り，従来厚板の貫通溶接で研究されてきた現象と
同様の傾向であった。溶接条件によるσTの差は，
①ビーム出力が大きいほど，また②ビーム径が小
さいほどその極大値が止端部から離れる傾向にあ
ることが分かった。これは，板厚内部の引張残留

応力の領域によってビード表面の圧縮応力分布状
態が変わるためである。

（３）疲労強度に大きく影響を及ぼすビード止端部のσT
は，ビーム出力が増加するほど，またビーム径が
小さいほど圧縮側にシフトすることが把握され
た。この現象は，溶込み深さの大小に関係するこ
とを示した。

（４）溶接線方向の残留応力（σL）は，ビード止端近傍
では引張応力であり，止端部から離れるほど応力
が緩やかに下がり，圧縮応力側にシフトする。溶
接条件によるσLの差は，①ビーム出力が小さいほ
ど，②ビーム径が大きいほど全体的に引張応力側
にシフトする。

　本稿を作成するにあたり，貴重なご意見・ご助言を頂
きました㈱計算力学研究センターの清島 祥一様に心よ
りお礼を申し上げます。
（本論文は「溶接学会論文集，2012，第30巻，第 3号，
p.262-273」の抜粋である）
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図16  止端部におけるσLと溶込み深さの相関
������ Correlation between residual stress σL and penetration at 

weld toe


