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まえがき＝近年，鉄骨建築物の建造において，建材の車
載搬送の効率化とそれに伴う搬送時のCO2 低減といった
目的から，柱－梁（はり）接合部をノンブラケット構造
とし，現地施工にて柱部材と梁部材を溶接接合する方式
が適用されることが多くなってきた。しかし，この構造
様式では仕口を天地反転することが不可能であり，上下
フランジともに高能率な下向姿勢溶接を行うために，
図 1 のような梁下フランジの外側に裏当て金（バッキン
グ）が使用される。H形鋼の梁構造の特性上，地震など
による振幅応力が作用する場合，両フランジの外側に大
きな引張応力が発生するため，フランジ外側の裏当て金
は耐震性に大きな影響を及ぼす。大規模な地震で被災し
た鉄骨造建築物の調査によると，このフランジ外側の裏
当て金取り付け部が高い応力集中を呈し，脆性破壊の起
点になることが指摘されている1 ）。

1 . 既往の検討手段と本報の狙い

　上記問題に対して，ノンブラケット様式での改善手段
がいくつか提案されてきた。一つは下フランジの仕口デ

ィテールを下側に開先開口し，全パス上向姿勢で積層す
る方法 2 ）（図 2（a）），もう一つは，下フランジを上側に
開先開口し，裏当て金を用いない，すなわちバッキング
レス工法である。バッキングレス工法ではセラミック製
裏当て材を用いる手段も提案されているが，梁幅両端に
設置されるセラミックエンドタブと併用すると溶接割れ
の発生懸念が高まる問題が報告されている 3 ）（図 2（b））。
裏当て金相当部を溶接施工するには，アーク力と重力の
釣り合いの問題から，上向姿勢溶接をするのが現実的と
なっている4 ）～ 7 ）（図 2（c））。しかし，現状では溶接安
定性や能率が悪いなど施工の問題，あるいは実際に耐震
性向上にどれほど効果があるのか不確かであるなどの理
由から普及していない。
　上記の現状を打破し，施工性に優れたバッキングレス
工法を実用化，普及させて鉄骨造の耐震性を向上させる
べく，ここでは上向＋下向混用のバッキングレス工法を
進化させることを狙った。具体的には，高能率に上向溶

図 1  現地溶接における柱梁の裏当て金取り付け位置
Fig. 1  Schematic diagram of beam-to-column joint
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図 2  下フランジディテールの従来例
Fig. 2  Conventional examples of lower flange detail
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接ができる専用溶接材料を用い，かつ開先充填のみなら
ずフランジ外側の応力集中緩和に効果的な積層ディテー
ル形成をも達成する，新たなバッキングレス工法を目指
した。その効果を定量的に示すために，従来の裏当て金
工法と比較して，耐震性評価に至る種々検討を行った。
　本稿では，開発した溶接材料の施工性に関する基本特
性，および最終的な実大モデルによる耐震性評価の前段
として，十字継手の疲労試験を評価手法として，積層法
とビード形状が及ぼす影響を考察した。

2 . 溶接材料の検討

2. 1　従来ワイヤの課題と上向専用溶接ワイヤの開発
　上向＋下向混用溶接法において，上向かつ裏波溶接施
工に求められる要求性能は，①安定した上向溶接が可能
であること，②後の下向溶接時に裏当て金がなくても初
層の溶落ちが起きないよう，のど厚が確保されること，
③地震応力が梁－柱間で円滑に伝達されるよう，応力集
中度を下げるべく，ビード形状が凸にならず，なじみ性
に優れた平坦（たん）形状が容易に得られることである

（図 3 ）。
　一般的に鉄骨仕口溶接に用いられる溶接材料はJIS 
Z3312「軟鋼･高張力鋼および低温用鋼用のマグ溶接お
よびミグ溶接ソリッドワイヤ」に規定されるYGW11

（490MPa級）, YGW18（550MPa級）といったソリッド
ワイヤである。しかし，本規格ワイヤを上向かつ裏波溶
接施工に適用すると，①アーク力が過剰で裏波を形成で
きない，②アーク力を弱めるために電流を低くするとア
ークが安定しない，③大粒のスパッタが溶接者に向かっ
て多量に降り注ぐ，④凝固速度が遅いため，ビードが垂
れやすく凸形状を呈する，といった問題が発生する。し
たがって，溶接作業者には高い技量と安全性対策が求め
られるうえに，上向姿勢でのグラインダ研削のような手
直し付帯作業を頻繁に行う必要があることから，上向溶
接自体が敬遠されてしまう。従来のバッキングレス工法
では，この問題について改善が図られていなかった。
　そこで，上向溶接に適した溶接法として，上記①～④
の問題を解決することを設計思想として検討を行った。
その結果，特殊な塩基性フラックス入りワイヤである
FAMILIARCTM 注） DW-1ST（JIS Z3313「軟鋼，高張力
鋼および低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ」 
T49J0T5-1CA-Uに該当，以下DW-1STという）を新たに

開発し 8 ），さらに，従来とは結線が逆の直流正極性（ワ
イヤ：－，母材：＋）とする新たな溶接工法を見出した。
この開発工法が優れている理由は次のとおりである。ま
ずスパッタが少なく，かつ小粒化するのは，①フラック
ス中に含まれる塩基性化合物（ふっ化バリウム）がアー
ク中で蒸発した際に高蒸気圧となってアーク力に対する
大きな反作用が生じ，②正極性によってワイヤ先端溶融
部に陽イオンによる衝撃力が加わり，これら①と②の力
によってワイヤ先端の溶滴が衝撃を受け，スプレー溶滴
移行と呼ばれる小さな溶滴に分解されるためである。
　一方，上向溶接性に優れているのは，DW-1ST中に適
度に配合された脱酸剤の効果によって溶融池内の表面張
力が高くなることと，溶着効率（電流当たりの溶着速度）
を下げることで，垂れにくくなるためである。平坦性に
優れるのは，スプレー状のアークによって細粒溶滴が広
い範囲に分散するためである。DW-1STの溶着金属の機
械性能と化学成分値を表 1 に示す。表 1 には併せてJIS 
Z3312 YGW11の値も参考として示した。溶着金属の性
能は，梁フランジ材として一般的に適用される鋼材
SN400A～C，SN490A～C規格の機械的性能と合致して
いることが確認できる。DW-1STと従来の汎用ソリッド
ワイヤおよび従来FCWの特性の比較をまとめて表 2 に
示す。表 2 によると，DW-1STは他のワイヤと比較して
低スパッタ・平坦なビード形状といった特長を有してい
るのが分かる。
2. 2　DW-1STの上向裏波溶接施工性，耐ルートギャッ

プ性
　DW-1STの上向溶接施工性を確認すべく，ルートギャ
ップをテーパ状にした試験板の 1 パス溶接による架橋性
の調査を行った。供試鋼板は板厚25mmのSN490Bで，
開先形状はT形突合せ形式のレ形35°とした（図 4 ）。図
に示すようにルートギャップを 0 ～13mmまで変化さ
せ，裏ビードが出始めたところから溶け落ちる前までの
範囲を架橋可と判断し，ルートギャップは溶接長から計
算で求めた。
　参考までに，架橋不可および形状不可時のビード外観
例を図 5 に示す。
　試験は 1 回実施し，JIS Z 3841のSN-3O（溶接技術検
定制度における区分「厚板裏当て金なしの上向マグ溶接」
の資格）を保有した溶接経験20年以上の溶接技能者を選
定した。また，実施工に近い条件，すなわち作業高さが

図 3  上向＋下向混用溶接法の改善目標
Fig. 3  Improvement goals of overhead-flat combined welding process

表 1  溶着金属の機械性能と化学成分
Table 1  Mechanical properties and chemical compositions of 

deposited metal

脚注） FAMILIARC（　　　  　 　）は㈱神戸製鋼所の商標である。
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地上から約1.2mの極力狭い環境で溶接を実施した。溶接
条件は表 3 に，試験結果は図 6 に示す。DW-1STの工法
では耐ルートギャップが最大 7 mm強あり，実施工にお
いて実用的な範囲をカバーできるルートギャップ裕度を
持ち合わせていることが分かった。また，同一ルートギ
ャップに対する許容電流の幅も広く，作業性も良好であ
ることが示された。

3 . 積層手順による工法の検討

3. 1　DW-1STを用いた上向・下向混用積層法の検討
　上向溶接時の架橋の容易さ，滑らかなビード形状の形
成，および後工程の高能率下向溶接工程時に溶け落ちな
い十分なのど厚確保を目標として，従来報告例のある 1
パス溶接施工だけでなく9 ）, 10）， 2 パスによる溶接施工を
各種検討することとした。前章と同様の供試鋼板でルー
トギャップを 5 mm固定とし，図 7 に示す溶接工法を検
討した。それぞれ具体的には，（a）1 パス溶接工法，（b）
架橋性と止端形状改善を狙った 1 層 2 パス溶接工法，

（c）架橋性とのど厚確保を狙った 1 層 2 パス溶接工法，
（d）架橋性とのど厚確保，ビード形状改善まで狙った

2 層 2 パス溶接工法である。脚長は11mmを目標に施工
した。
　評価方法としては，溶接施工性の難易度と断面マクロ
観察によるビード形状の確認とした。溶接者は2.2項の
耐ルートギャップ試験と同一人物とし，難易度は架橋や
形状矯正のために特殊な運棒法が必要かどうかで判断し
た。溶接条件は表 3 と同様であるが，電流を130～150A
とした。溶接後の各断面マクロ形状を図 8 に示す。従来
報告例のある 1 パス溶接施工では確かに溶接は可能であ
るが，ルート部の架橋およびのど厚と脚長を得るための

表 2  DW-1STと従来ソリッドワイヤの特性比較
Table 2  Performances of DW-1ST vs. conventional solid wire

表 3  溶接条件
Table 3  Welding conditions

図 8  各積層法による断面形状
Fig. 8  Cross-sectional macrographs by individual pass sequences

図 7  上向溶接の積層法（ルートギャップ： 5 mm）
Fig. 7  Overhead welding pass sequences (Root gap: 5 mm)

図 5  架橋不可（左）および形状不可（右）のビード外観例
Fig. 5  Examples of failed-to-bridge (left) and poor bead (right) 

appearances

図 4  耐ルートギャップ溶接試験概略図
Fig. 4  Setup assembly for welding test of root-gap tolerance

図 6  耐ルートギャップ溶接試験結果
Fig. 6  Results of welding test of root-gap tolerance



24 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 65 No. 1（Apr. 2015）

大脚長化を兼ねた溶接条件を選定しなければならず，運
棒法などにかなり高度な溶接技術を要することが分かっ
た（図 8（a））。溶接時間は，溶接長400mmで約20分で
あった。また， 1 層 2 パス溶接施工では， 1 パス溶接施
工に比べて施工の難易度は若干下がるものの，ビードの
重なり部が凹形状になりやすく，かつのど厚も薄くな
る。このため，耐震性や疲労強度を確保し，後工程の下
向溶接時に溶け落ちないことを目的としている今回の工
法には不向きであることが分かった（図 8（b），（c））。
これは， 2 パス目の脚長を変えたとしても改善されるこ
とはないと考える。
　一方， 2 層 2 パス溶接施工では，ルート部の架橋を 1
パス目で行い，のど

4 4

厚および脚長を確保するための大脚
長化溶接は 2 パス目で行うことに集中すればよい。この
ため，溶接施工としては極めて容易になり，高度な技能
習得を必要としないことが分かった（図 8（d））。また，
1 層 2 パスと 2 層 2 パス溶接施工では，溶接長400mm
で 1 パスあたりの溶接時間が10～15分程度であり， 1 パ
ス溶接施工に比べて25～50％減となり，溶接者への負担
も少なかった。さらに，後工程の下向溶接時の溶落ち防
止という観点からも，現地溶接で想定される250～300 
A程度の溶接条件では溶け落ちることがなく，十分なの
ど厚を確保できている。開先溶接を行った後の断面マク
ロ組織（図 9 ）から，下向溶接工程初層の溶込み深さに
対して十分な裕度があることが分かる。そのため，裏当
て金工法から本開発バッキングレス工法に変えても，下
向溶接施工性に弊害を与える要因はなく，裏当て金工法
と同等の溶接能率になるといえる。また，き裂の発生点
になりやすいフランジ側止端部は，母材とのなじみが良
く滑らかな形状を呈していることから応力集中が起きに
くいと考えられる。このため，耐疲労性や地震時の耐脆
性破壊特性などに有利に働くことが予想されることか
ら，開発工法としてはこの 2 層 2 パス溶接法を採用する
こととした。
　なお，従来報告のある上向工法 2 ）, 10）と本開発工法と
の違いは，①本項で検討したように積層方法（パス数）
が異なること，②上向き＋下向の混用溶接であること，
③開先溶接ではないので溶着効率を考える必要がなく，
電流域が従来よりも低いことである。
3. 2　従来溶接材料との比較
　開発工法におけるDW-1STの優位性を確認すべく，上

向溶接において溶接ワイヤのみを変更した場合のバッキ
ングレス工法の比較を行った。前節と同様の供試鋼板を
ルートギャップ 3 ，5 ，7 mmで溶接した。比較材とし
ては，一般的な全姿勢溶接用ソリッドワイヤ（JIS Z 
3312 YGW12，φ1.2mm），全姿勢溶接用FCW（ルチー
ル系，JIS Z 3313 T 49J0T1-1CA-U，φ1.2mm）を用い，
シールドガスはいずれも100％CO2 を用いた。各溶接条
件を表 4 に示す。溶接者は前節と同一人物とし，溶接長
は400mmとした。
　なお，いずれも前節で採用とした上向 2 層 2 パス溶接
施工とし，溶接施工の難易度，ビード外観および断面マ
クロ観察で評価を行った。各ワイヤによる溶接後のビー
ド外観および断面マクロ組織観察結果を表 5 に示す。ソ
リッドワイヤでは， 1 パス目が重力の影響により凸ビー
ドになりやすい傾向であった。 2 パス目ではこの 1 パス
目の凸ビード部を完全に溶融することができないことか
ら， 1 パス目と 2 パス目の境界部に融合不良が生じやす
く，継手の健全性に問題があることが分かった。また，
2 パス目の止端部もあまり滑らかな形状とはいえなかっ
た。汎用FCW（ルチール系全姿勢溶接用FCW）では，
大粒スパッタが発生してノズルに付着することにより，
ノズル閉塞に伴うシールド不良が原因の気孔欠陥（ピッ
ト）が発生した。ルートギャップが狭く溶接速度が速い
場合はノズルに付着するスパッタは少ないが，溶接速度
が遅い場合はスパッタ付着量が顕著に増加した。ルート
ギャップが 3 mmのときは溶接できたものの，溶接速度
が低下するルートギャップ 5 mm以上では，スパッタ量
が急増してシールド不良が発生したため，半分の溶接長
である200mmに到達する前に健全なビードが得られな
かった。
　以上のように，ルートギャップ裕度の少ない汎用
FCWは，本溶接工法には適さないことが分かった。
　以上に述べた従来ワイヤの不具合に対し，DW-1ST
は，ルートギャップ 3 mm，5 mm，7 mmのいずれに対
しても適切な架橋性を維持した溶接が可能で，発生する

表 4  溶接条件
Table 4  Welding conditions

図 9  上向＋下向混用溶接後の断面マクロ形状（上向：2 層 2 パス）
Fig. 9  Cross-sectional macrograph by overhead-flat combined 

welding (overhead welding: 2  layers, 2  passes)
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スパッタも粒径が小さくノズルへの付着量も少ないため
シールド不良は生じなかった。また，溶接ビードの断面
形状も他のワイヤと比較して凸形ビードになりにくく，
滑らかなビード止端形状が得られた。これらの良好な結
果は，溶滴移行形態および溶融金属の表面張力が大きく
寄与していると考える。すなわち，2.2項で述べたよう
に，低電流域においても安定したスプレー移行を実現し
た特殊なワイヤ組成と溶接極性の組み合わせであること
から，溶融池の表面張力が高く，かつ溶滴飛散範囲が広
いため，垂れ落ちが極めて生じにくいことが確認され
た。

4 . 開発工法の継手特性

4. 1　十字継手およびその溶接金属部の基本的な機械的
性質

　DW-1STを用いた開発工法によって製作した継手の特
性を調査すべく，板厚25mmのSN490B材同士による十
字溶接継手を製作した。比較として従来の裏当て金溶接
工法による試験体も製作した。溶接条件を図10および
表 6 ，供試鋼材の特性を表 7 に示す。また，従来裏当
て金工法と比較した継手の断面マクロ組織を図11に示
す。
　製作した継手を対象に，図12に示す要領で溶接金属
の引張試験（JIS Z 2241），衝撃試験（JIS Z 2242），ビ
ッカース硬さ試験（JIS Z 2244），および十字継手引張
試験（JASS6 「付則 3  エレクトロスラグ溶接の承認試
験」11））を実施した。表 8 および図13に試験結果を示す。
引張試験および衝撃試験のいずれの結果もSN490B鋼材
の規格値（引張強さ：490MPa以上，耐力：325MPa以上，
伸び：21％以上，シャルピー吸収エネルギー：vE0 27J
以上）を満足していた。ここで，裏当て金工法と比較し
て吸収エネルギーがやや低いが，これはDW-1STには良
好な上向溶接作業性を確保するためにAlが含まれてお
り，開先溶接時の溶接金属にも希釈されたためであると

表 5  溶接材料の比較試験結果
Table 5  Results of comparison test of different welding wires

図10  十字溶接継手積層方法
Fig.10  Pass sequences for cruciform weld joints

表 6  十字溶接継手試験体の溶接条件
Table 6  Welding conditions for cruciform weld joints

表 7  十字溶接継手用鋼材（ミルシート値）
Table 7  Steel material for cruciform weld joint (per mill certificate)

図11  十字溶接継手の断面マクロ組織（上向： 2 層 2 パス）
Fig.11  Cross-sectional macrographs of cruciform weld joints

(overhead welding pass sequence: 2  layers, 2  passes)
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推察できる。また，硬度分布では，最高硬さが開発工法
で248HV，従来裏当て金工法では243HVであり，同程度
であった。十字引張試験では，開発工法および従来裏当
て金工法ともに母材破断であった。したがって，開発工
法を適用した溶接継手は，従来裏当て金工法と比較して
も十分な基本的機械的性能を有していることが確認でき
た。

4. 2　十字継手の疲労強度特性の確認試験
　過去の阪神淡路大震災の鉄骨損傷調査結果で報告され
ているとおり，柱－梁接合部の破断形態は必ずしも裏当
て金起因というわけではなく，梁フランジ－スカラップ
底界面が応力集中箇所となり，き裂進展の起点となって
破壊することも多いとされている12）。このため，従来の
柱梁溶接に関する研究でも，バッキングレスとすること
で耐震性や疲労強度を向上させる工法提案は存在するが
7 ），同時にノンスカラップ工法を組み合わせた複合的な
工法であるため，純粋なバッキングレス化の効果として
定量化した例はほとんどない。
　そこで，DW-1STを用いた開発工法によって製作した
継手の特性の一つとして，応力集中度が最も強く影響を
及ぼす因子である疲労強度特性に着目し，前節で製作し
た十字溶接継手試験体を用いて 3 点曲げ疲労試験を実施
した。疲労試験条件を表 9 ，結果をS－N線図として
図14に示す。応力は，（ 3 ×試験荷重×支点間距離）／

（ 2 ×板幅×板厚の二乗）で定義し，従来工法と開発工
法の相対比較を行った。疲労破壊の起点は，裏当て金工
法では裏当て金の取付け部梁側，一方，開発工法では裏
側ビードの止端部梁側であった。また，疲労強度は従来
裏当て金工法よりも開発バッキングレス工法の方が優れ
る結果となった。その主な原因として以下 2 点が挙げら
れる。
　①［形状改善効果］：開発工法では，梁－裏当て金間

に不可避的に生じる切欠状の応力集中源となる裏当
て金がなく，さらに裏面側ビードの止端部形状がな
じみのよい滑らかな形状であるため，応力集中度が
低下する。

　②［金属組織改善効果］：図15に模式的に示すとおり，

図12  各種試験片採取・測定位置
Fig.12 Locations of sampling and points of measuring for individual 

tests

表 8  溶接金属および継手の機械性能
Table 8  Mechanical properties of weld metal and joint

図13  ビッカース硬さ試験結果
Fig.13  Results of Vickers hardness test

図14  疲労試験結果
Fig.14  Results of fatigue tests

表 9  十字溶接試験体の疲労試験条件
Table 9  Conditions of fatigue test for cruciform weld joint
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き裂が発生しやすい裏面ビード止端部が下向開先溶
接のBondラインから離れているうえに，き裂が発
生・伝播（ぱ）したとしても，その部位は脆性的破
壊を生じやすい溶接金属部あるいはBond部ではな
く，緻密な組織でき裂伝播抵抗の高い母材原質部と
なる。

4. 3　上向溶接脚長が継手疲労強度に与える影響
　前節において，本開発工法が優れた継手疲労特性を示
す主因として①形状改善効果，②金属組織改善効果の重
畳と推定した。このうち，②の効果については，同様の
効果を狙った既存溶接工法として，大臣認定鋼材
BCP325T冷間成形角形鋼管とダイヤフラムの周溶接継
手に採用されているNBFW工法が実用化されている13）。
　NBFW工法は，通常の裏当て金付開先の下向溶接に
おいて，コラムスキンプレートと溶接金属境界止端部に
低入熱付加ビードUを設け，35ﾟ開先面に沿って形成さ
れる熱影響部から応力集中箇所を離すことによって本開
発工法と同様に高靭性な母材原質部に破壊き裂を進展さ
せ，破壊性能を改善させる原理である。NBFW工法で
は原理的に，ある程度ビードUをスキンプレート側に延
ばせば（つまりビードの脚長を大きくすれば）それによ
る改善効果は飽和してしまうと考えられる。一方，本開
発工法では，裏側止端部から進展する伝播方向と35ﾟ開
先方向が平行ではなく，むしろ直交に近い形状となって
いることから，図15（b）構造をさらに拡張，すなわち，
上向 2 パス目の脚長が大きいほど，疲労き裂発生を遅ら
せ，さらに進展経路として金属組織的に緻密かつ高靭性
である母材原質部を通る距離が長くなり，疲労強度特性
の向上が期待できる。
　この原理を確認すべく，裏側溶接部の脚長Lとして，
標準L＝11mmに加え，上向 2 パス目のウィービング幅
を拡げてL＝14mmとした図10（a）型の十字溶接継手試
験体を作製し， 3 点曲げ疲労試験を行った。基本的溶接
条件は表 6 ，疲労試験条件は表 9 と同様である。
　疲労試験結果を図16に示す。破断寿命10 5 ～10 6 回と
なる荷重域において，上向溶接脚長が大きい方が疲労強
度は優れている。これは，上述の予測どおりNBFW法
と同様の効果，すなわち伝播経路の金属組織改善による
効果と考えられる。試験機の制約上，本試験では地震応
力を模擬した高荷重負荷時の破壊性能は確認できなかっ
たが，高荷重時に起こる脆性破壊防止には，本開発工法
の思想である①形状改善効果，および②金属組織改善効
果が，相互の寄与率に違いはあるものの，ともに有効に
作用するものと期待できる。

むすび＝本稿では，優れた上向姿勢溶接性を有する
FAMILIARC DW-1STの開発と，これを用いた上向姿
勢・ 2 層 2 パス溶接＋下向の混用溶接とした新しいバッ
キングレス工法について検討した。その結果，開発工法
は従来，柱－梁接合部の破壊特性の点で問題とされてい
たノンブラケット工法の現場溶接の利点を維持しつつ，
高能率・容易な溶接作業性，かつ継手疲労特性などの破
壊特性を改善させる効果があることを確認した。そのメ
カニズムは，①裏当て金がなく，かつなじみ性のよい上
向ビード形状形成による応力集中緩和，②き裂の発生・
伝播経路を溶接部や熱影響部から離し，高靭性な母材原
質部に制御する金属組織的改善である。
　本開発工法を普及させるには，実物大構造体による耐
震性確認試験などを含めてさらなるデータの蓄積が必要
である。また，通常と異なる溶接材料を用いることなど
から，施工管理面でのハードルも高いことが懸念され
る。今後，性能・コスト・管理といった多方面からの評
価を継続する。
　なお，本開発は，神鋼溶接サービス㈱および㈱神戸製
鋼所 溶接事業部門 技術センター 溶接開発部と信州大学
工学部建築学科 中込忠男教授研究室との共同成果であ
る。関係者の方々に感謝の意を表する。

参　考　文　献
1 ） 松本由香. 建築雑誌. 2010, 125, p.39.
2 ） 湯田　誠ほか. 川田技報. 2004, Vol.23. p. 14-19.
3 ） 加賀美安男. 鉄構技術. 2000, Vol.13, No.145, p.39-43.
4 ） 松村裕之ほか. 溶接学会全国大会講演概要. 1992, 50, p.234-235.
5 ） 中込忠男ほか. 溶接学会全国大会講演概要. 1994, 54, p.126-127.
6 ） 南　典明ほか. 高知県工業技術センター研究報告. 2002, 33, 

p.11-14.
7 ） 内田昌克. 溶接技術. 2008, Vol.57, No.11, p.79-82.
8 ） 黒川剛志ほか. ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワ

イヤ. 特許第3586362号, 2004-11-10.
9 ） 佐藤正晴. 溶接技術. 2000, Vol.48, No.5, p.58-64.
10） 山本　明ほか. R＆D神戸製鋼技報. 2000, Vol.50, No.1, p.76.
11） 日本建築学会. 建築工事標準仕様書JASS6鉄骨工事. 2007, 

p.76-78.
12） 日本建築学会近畿支部鉄骨構造部会. 1995年兵庫県南部地震

鉄骨造建物被害調査報告書. 1995, p.30-67.
13） 岡本晴仁ほか. 鉄構技術. 2003, Vol.16, No.177, p.35-40.
14） 河西　龍ほか. 日本建築学会構造系論文集. 2013, Vol.78, No.694, 

p.2049-2056.

図15  開発工法による金属組織的改善原理
Fig.15  Principle of microstructural improvement by new process

図16  裏ビード脚長Lと疲労強度の相関
Fig.16  Backside bead leg (L) vs. fatigue strength


