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

まえがき＝鉄骨製建築物は，地震時の大きな繰り返し応
力を受けた場合に柱梁（はり）接合部が塑性ヒンジとな
って地震エネルギーを吸収することで建物全体の崩壊を
防ぐ仕組みを基本としている。しかし，過去の大地震後
の調査において，柱梁接合部の塑性変形量が小さく，脆
性的に破断している例が多く見つかった 1 ）。それらの結
果を受けて，塑性変形能力を高めて柱梁接合部の脆性破
壊を防ぐための多くの研究がなされている。
　多くの鉄骨構造は，柱材と梁材の直交部をアーク溶
接，あるいはさらにボルトを組み合わせて接合してい
る。この形式では，溶接部の材質的な問題のほかに，梁
端溶接を行うために必要となるスカラップ（くり抜き
穴： 図 1（ 1 ））， 裏 当 て 金（ 図 1（ 2 ））， エ ン ド タ ブ

（図 1（ 3 ）），さらには梁端溶接部の余盛形成（図 1（ 4 ））
という複数の幾何学的な応力集中の重畳が脆性破壊要因
として大きな問題となる。
　幾何学的問題の中でも，スカラップと梁フランジとの
接点（以下，スカラップ底という）への応力集中による
梁フランジの脆性的破断が最も大きく問題視されてい
る。当問題に対する改善策として，ノンスカラップ工
法 2 ）～ 4 ）（図 2 ）の効果が確認され，実用化が進んでいる。
しかし，工場と異なり部材の反転作業が困難な建築現場
では，下フランジを鉛直下側に開放した開先形状とする
ことが困難であることから，ノンスカラップ工法も適用
困難とされている。
　現場接合において，ノンスカラップ工法以外の優れた
施工性と優れた塑性変形能力を発揮するより実用的な工
法が求められている 5 ）。
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This paper reports a newly developed detail and joint method that is easy to produce and has a high 
capacity for plastic deformation suitable for on-site welding. A problem with brittle fracture of beams is 
pointed out in the conventional beam-to-column joint detail  with scallops; when a load is generated by a 
large earthquake, there is not enough plastic deformation by stress concentration at the toe of the scallops 
(access hole). Non-scallop detail is effective against this problem, but it is difficult to apply this detail to 
the lower flange of the beam in the case of on-site joints. Asymmetry detail has non-scallop welding 
and reinforcement welding around the toe of the scallops. Full size beam-to-column assemblies of the 
through-diaphragm style were produced, and a three point cycle bend test was carried out to confirm the 
improvement of plastic deformation capacity achieved by this method. The assemblies with reinforcement 
welding around the toe of the scallops had a higher plastic deformation capacity than the conventional 
scallop detail. In addition, the plastic deformation capacity improved as the leg length increased.
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図 2  塑性変形能力を向上させるノンスカラップ形式
Fig. 2  Schematic diagram of non-scallop detail improving the 

deformation capacity

図 1  柱梁接合部における応力集中箇所
Fig. 1  Schematic diagram of stress concentration points in the 

beam-to-column joint detail
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1 . スカラップ底補強溶接工法の概要と狙い

　スカラップ底への応力集中問題の改善策として，アー
ク溶接の持つ機能の一つである 3 次元自由曲面の形成機
能を利用し，スカラップ底の周囲に適切な長さを持った
多層すみ肉となる補強肉盛溶接を施すのが開発工法の主
旨である 6 ）（図 3 ，図 4 ）。これにより，（ 1 ）従来スカ
ラップ底に集中していた変形荷重を分散，（ 2 ）スカラ
ップと接するフランジ厚および剛性の増大，（ 3 ）一般
的にフランジ厚よりも肉厚であるダイアフラムや梁端溶
接金属の余盛に肉盛先端部を配置して断面強度の向上を
図る狙いである。
　本稿では現場接合を想定し，上フランジ側には，施工
性として適用が容易であるノンスカラップ工法を採用す
る一方，下フランジ側に対しては，スカラップ形状をそ

のままに，スカラップ底肉盛補強溶接工法を採用する上
下非対象工法を提案し，その効果と実用性の実験検証を
行った。

2 . 柱梁構造体による塑性変形能力の実験方法

2. 1　試験体形状
　上フランジ側が外側開先，下フランジ側が内側開先と
なる一般的な現場溶接形式である通しダイアフラム方式
柱梁溶接接合部をモデル化した実大試験体を製作した

（図 5 ）。試験体は，中央に300mm角のダイアフラムと
250mm角の鋼管を溶接接合した柱部材を配置し，その
両側に長さ1,000mmのH形鋼による梁部材を溶接接合し
た左右対称構造とした。ダイアフラム，梁フランジ，梁
ウェブ以下，同の板厚はそれぞれ，25mm，19mm，
16mmとし，材質は全てJIS G3136 SN490Bとした。梁材
は梁せい（高さ）250mmの溶接組立とした。
2. 2　梁端接合形式と溶接条件
　柱ダイアフラムと梁の溶接接合は表 1 に示す 2 形式
4 条件全 6 体とした。試験番号FWの試験体は，基本条
件となる従来現場形式であり，上下共JASS 6 準拠複合
円スカラップを設けている。スカラップ底補強溶接は行
わない。試験番号FX10aおよびFX10bの試験体は開発工
法タイプであり，上フランジ側をノンスカラップ工法，
下フランジ側をスカラップ有としたうえで肉盛補強溶接
を施している。肉盛補強溶接の管理条件は図 6 に示すと
おり，（ 1 ）スカラップ底から柱方向へは開先溶接先端
まで，（ 2 ）柱と逆方向に対しては100mm，（ 3 ）下脚
長は16mmを本試験共通とし，（ 4 ）上脚長を変動パラ
メータTDと定義して当試験体では10mmとした。同様に，
試 験 番 号FX15お よ びFX20a，FX20bは そ れ ぞ れTDを
15mm，20mmと増加させた試験体である。
　これらのスカラップ底肉盛補強溶接（TDが15mmの場
合）の施工要領を図 7 に示す。大きく分けて，①スカラ
ップ下，②ウェブ右側，③ウェブ左側の 3 ブロックで多
層肉盛溶接を行う。肉盛積層に必要な技量は高くなく，
1 体分の事前練習を行うことで本番試験体の溶接を行う
ことができた。
　梁端開先溶接およびスカラップ底補強溶接に用いる溶
接材料は一般的ソリッドワイヤ（JIS Z3312 YGW11）
の1.2mm径とした。シールドガスは全てCO2である。入
熱とパス間温度は各々 3 kJ/mm以下，250℃以下の管理
とした。
　梁端溶接部の両端には鋼製エンドタブを取り付け，溶
接後も切断せずそのままとした。また，一般的な現場接
合では図 1 で示したように，梁ウェブをシャープレート
で介したボルト接合とする一方で，梁フランジを溶接と
した，いわゆる混用接合形式とするのが一般的であ
る 7 ）。しかしながら本試験体では，ボルト接合が外乱要
因となるのを排除するために，単純化を目的として梁ウ
ェブをコラムに対してすみ肉溶接で直接接合した。
2. 3　繰り返し載荷試験方法
　地震時を想定した塑性変形能力を測定するため，上述
の条件で製作した試験体を対象とする三点曲げ方式によ

図 4  スカラップ底補強溶接部の外観と断面の一例
Fig. 4  Example of appearance and cross section of the reinforcement 

welding around toe of scallop

図 3  従来スカラップ形式とスカラップ底補強溶接工法における
応力集中箇所と破壊経路（下フランジ側イメージ）

Fig. 3  Schematic of stress-concentration points and fracture pass 
each of the conventional scallop and the reinforcement 
welding around toe of scallop. (lower flange side image)
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る繰り返し載荷試験を実施した。具体的には，試験体両
端を支持し，図 8 に示す1.96×106MPa試験機を用いて
中央コラム部に鉛直荷重を載荷した。試験体温度は 0 ℃
と設定し，コラムコアおよび柱梁溶接部から300mmの
部分まで冷媒を用いて温度保持した。実験状況を図 9 に

図 5  柱梁構造形式実大三点曲げ試験体の模式図
（上図：従来形式，下図：開発形式）

Fig. 5  Schematic plans for three-point bending test of full-size beam-to-column assemblies
(upper: conventional, lower: developed type)

図 7  スカラップ底補強溶接の溶接パス積層要領の例（TD＝15mm）
Fig. 7  Welding pass sequence of the reinforcement welding method 

around toe of scallop (TD＝15mm)

図 6  スカラップ底補強溶接の管理サイズ
Fig. 6  Dimensions of reinforcement welding at toe of scallop

表 1  試験番号と柱梁接合形式
Table 1  Test number and details of beam-to-column joints

図 9  曲げ応力載荷試験の様子
Fig. 9  Appearance of bending test

図 8  三点曲げ試験機
Fig. 8  Schematic of three-point bending testing equipment



神戸製鋼技報/Vol. 65 No. 1（Apr. 2015） 31

示す。式（ 1 ）～（ 7 ）に試験体の断面特性の算出方法
と載荷制御変位の算出方法を示す。
○梁断面の塑性断面係数（mm3）

　・ウェブ 　　　　　　　 ……………（ 1 ）

　・フランジ f Zp＝B・tf（D－tf） ……………（ 2 ）
○梁部材の全塑性モーメント（N・mm） 
　・ウェブ WMP＝WZP・Wσy ………………（ 3 ）
　・フランジ f MP＝ f ZP・fσy　 ………………（ 4 ）
　・梁 C MP＝W MP・f MP ………………（ 5 ）

○全塑性耐力（N）　 　 　　　　 …………………（ 6 ）

○全塑性時の変形量 　　　　　 …………………（ 7 ）

ここで、
　D：梁の高さ（mm） Wσy：ウェブ材の降伏点

（N/mm2） 
　B：梁の幅（mm） fσy：フランジ材の降伏点

（N/mm2）
　 tW：ウェブ厚（mm）  L：支点間距離（mm）
　 tf ：フランジ厚（mm） E：ヤング率（N/mm2）
 I：断面二次モーメント（mm4）
　載荷の際は梁部材の全塑性モーメントに対する梁端の
変形変位 CδPを基準に取り，載荷振幅を 1 CδP ，2 CδP ，
4 CδP ，6 CδP ・・・と漸増させて正負繰り返し載荷を行
った。梁の載荷パターンを図10に示す。 1 CδP 以外の各
振幅でそれぞれ 2 サイクル繰り返し，梁フランジが破断
した時点で実験終了とした。荷重はロードセルにより検
出した。載荷速度は載荷点においてアクチュエータの変
位速度を 1 ～ 3 mm/sとした。
2. 4　変形能力の解析手法
　繰り返し曲げを受ける鋼部材の荷重変位関係において
最大耐力以下の部分については，それまでに鋼部材が発
揮した最大耐力を上回る負荷領域に相当する骨格曲線部
分と，骨格曲線部分に達するまでのバウシンガー部，除
荷点から負荷が 0 になるまでの弾性除荷部に分解するこ
とができる（図11）。また，最大耐力を超えた後の部分
では，部材の変形とともに耐力が低下する劣化域を骨格

曲線部として，他の部分は最大耐力以前と同様にバウシ
ンガー相当部および弾性除荷部に分解することができ
る。この骨格曲線をつなぎ合わせたものは，単調載荷さ
れた鋼部材の荷重変形関係に等価であることが示されて
いることから，地震荷重のようなランダムな外力を受け
る鋼部材の変形能力を評価する上で適切な指標とされ
る 8 ）～ 9 ）。
　本実験における変形能力の評価として，この骨格曲線
部分において吸収した塑性エネルギーWsを無次元化し
た累積塑性変形倍率ηSを用いた。

3 . 実験結果

　上述の実験方案に基づいて実施した柱梁構造実験体の
荷重－変位履歴曲線，破断時期，き裂破断箇所と写真，
および計算した累積塑性変形倍率ηSを表 2 に示す。
3. 1　従来スカラップ形式の変形能力
　試験番号FWの試験体は従来用いられている上下スカ
ラップ形式であり，また，下フランジ側が内開先の向き
になっている現場溶接形式である。既往の研究による知
見と同じく，本実験でもスカラップ底を中心として梁フ
ランジ幅方向に破断した。破断は下フランジ側で発生し
た。その破面はほぼ脆性破面を呈しており，塑性変形能
力もηS＝2.0と小さかった。
3. 2　ノンスカラップ＋スカラップ底補強溶接工法
　試験番号FXシリーズの試験体は，上フランジ側をノ
ンスカラップ形式，下フランジ側を従来スカラップ形式
のままとし，スカラップ底補強溶接を施した上下非対象
形式である。本形式においては，脚長にかかわらず，従
来形式の試験体（試験番号FW）で生じるスカラップ底
を起点として梁フランジ鋼板の幅方向ほぼ一直線上に脆
性破断する現象が防止された。
　脚長が最も小さいTD＝10mmでは，同一条件 2 体（試
験番号FX10a，FX10bの試験体）ともに，破断は肉盛強
溶接の先端を中心とし，両端を梁フランジと鋼製タブの
スリット部をつなぐように，梁端溶接金属内部や梁フラ
ンジとの溶接境界部（ボンド部）に沿って見られた。
TD＝15mm条件（試験番号FX15）も同様だった。
　さらにTDを20mmに増やした同一条件 2 体（試験番号
FX20a，FX20b）では，1 体が同じ破壊様式であったが，

WZP＝
tW（D－2tf）2

4

CPP＝
4・CMP

L

CδP＝CPP・L3
48EI

図10  曲げ応力載荷の手順
Fig.10  Image of load sequence for bending test

図11  骨格曲線を用いた累積塑性変形倍率（ηs）の算出方法
Fig.11 Calculation method of the cumulative plastic deformation 

factor (ηs) by skeleton curve
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1 体は下フランジ側が破壊箇所とならず，上フランジ側
ノンスカラップ形式が梁フランジと梁端溶接金属のボン
ド部を界面として裂けるように破断し，さらに梁ウェブ
と柱ダイアフラムのすみ肉溶接部に破断進展した。
　これらスカラップ底補強溶接を施した試験体の破面
は，延性破壊と脆性破壊の混在組織であった。
　ηSの結果と，補強溶接脚長TDの関係を図12に示す。
従来スカラップ形式に対してスカラップ底補強溶接を施
すと塑性変形能力が高まり，かつ脚長を増やすにつれ変
形能力は向上している。脚長20mmでは，上述のとおり
1 体が，従来良好な性能を示すとして周知されているノ
ンスカラップ側が先に破壊した。さらに，ノンスカラッ
プ側が壊れた試験体およびスカラップ底肉盛補強溶接側
が壊れた試験体のηSは，それぞれ7.1，7.2とほぼ同じで
あった。試験体数が少ないが，今回の結果からは脚長

表 2  柱梁構造形式実大三点曲げ載荷試験の結果
Table 2  Results of three-point bending tests applying full-size beam-to-column assemblies

図12 スカラップ底補強溶接脚長（TD）と累積塑性変形倍率（ηs）
の関係

Fig.12 Relationship between leg length(TD) of the reinforcement 
welding around toe of scallop and cumulative plastic 
deformation factor (ηs)
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20mmのスカラップ底補強溶接工法はノンスカラップ工
法と同等の塑性変形能力を発揮する可能性があると示唆
される。

4 . 改善機構の考察

　スカラップ底肉盛補強溶接工法による塑性変形能力改
善機構は，2 章で説明したように，従来スカラップ底に
集中していた応力が，肉盛による形状変化によって応力
分散するのが主体と推測される。しかし，今回の試験結
果では，肉盛脚長によらず破断位置には大きな変化が見
られず，全て肉盛溶接以外が破断箇所となっていること
から，脚長TDと塑性変形能力ηSの相関性については直
感的に理解し難い。
　これらの相関性の機構について検討すべく，ひずみゲ
ージにて測定した梁端部における幅方向ひずみ量の挙動
について着目した。下フランジ側スカラップ底肉盛補強
溶接で同じ破壊形態を示した全 5 体の試験体の，+ 4δ：
1 回目載荷時におけるεC：肉盛溶接近傍（Center）の
ひずみ量，εE：梁幅端面近傍（Edge）のひずみ量を左
右それぞれ実測し，その比εC/εEを計算した。左右のひ
ずみ比のうち，大きな値を評価に供した。ηSとの関係を
図13に示す。この図から端側と中央のひずみ比εE/εCと
塑性変形能力の間には右下がりの線形特性があることが

わかる。すなわち，端側のひずみが中央近傍のひずみに
対して相対的に大きく変形していれば継手としての塑性
変形能力が小さいということであり，その傾向はほぼ肉
盛補強溶接の脚長が小さくなるほど顕著に見られる。
　ここで重要な要素として浮上するのは，本稿冒頭で示
した梁端部における複数の応力集中源の一つ，梁フラン
ジと鋼製エンドタブの合わせ目に生じるスリット（図 1

（ 3 ））である。スカラップ底肉盛補強溶接を施すと，そ
の先端部は梁端溶接金属上にあるため，破壊箇所は柱側
に寄ることになる。そうなれば，梁幅端面で最も高い応
力集中箇所となる可能性のあるスリット部が破壊の起点
になり，スカラップ底肉盛補強溶接の先端部と結ぶよう
に伝播（ぱ）しやすいと考えられる。この破壊形態を前
提とすると，脚長TD，端面と中央のひずみ比εE/εC，塑
性変形能力ηSの相関性の機構は次のように考察される。
　スカラップ底肉盛補強溶接の脚長TDが小さい場合は，
先端部までの長さが等しいので先端角度が小さく，形状
としての応力集中係数も小さい。そのため，図14（a）
の如く梁端溶接金属中央付近よりもタブスリット近傍の
応力集中が相対的に大きくなり（εE/εC：大），早期に
スリット部を起点として中央向きに破壊が進展する

（ηS：小） 。一方，脚長TDが大きい場合は肉盛先端部の
応力集中が大きくなり，図14（b）のようにタブスリッ
ト近傍の応力集中が梁端溶接金属中央付近に対して相対
的に小さくなる（εE/εC：小）。梁幅中央付近が変形し
てエネルギー消費を負担することから，スリットを起点
として破壊しにくくなる。したがって，塑性変形能力は
向上する（ηS：大）。

むすび＝鉄骨建築の現場溶接における施工の容易性と優
れた塑性変形能力を兼ね備えた施工法および形式の開発
を目的とし，上フランジ側にノンスカラップ工法，下フ
ランジ側スカラップに肉盛補強を施したスカラップ底補
強溶接工法を組み合わせた非対称形式を提案した。この
提案形式の効果を確認すべく，通しダイアフラム形式の
実大柱梁継手試験体を製作し，繰り返し三点曲げ載荷試
験を行った。本結果から以下の知見が得られた。

図14  梁端におけるひずみεE , εCとスカラップ周り形状の関係
Fig.14  Image of the relationship between strain εE , εC , and details

図13  梁端におけるひずみ比と累積塑性変形倍率ηsの関係
Fig.13 Relationship between strain ratio at the beam end and the 

cumulative plastic deformation factor ηs



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

　 1 ）スカラップ底肉盛補強溶接を施すと，従来スカラ
ップ様式に対して塑性変形能力は向上し，さらに
その脚長を増すにつれて変形能力は向上する。

　 2 ）従来スカラップ様式に対してスカラップ底肉盛補
強溶接による塑性変形能力の改善機構は，アーク
溶接によって形成された肉盛による応力集中の低
減と推測される。

　 3 ）スカラップ底肉盛補強溶接部の脚長が増えるにし
たがって塑性変形能力が向上する機構は，梁端開
先溶接部における両端面ひずみに対する中央ひず
みの比率が高まり，その変形によってエネルギー
を吸収するため，鋼製タブ近傍からのき裂発生を
遅らせると推測される。

　スカラップ底補強溶接工法は，主材コストの増大や特
別な機器を現場に持ち込むなどの負荷がなく，比較的簡
単に現場で実施できる耐震性向上工法である。
　なお本稿は，当社と㈱神鋼溶接サービスおよび信州大

学工学部建築学科 中込忠男教授研究室との共同研究成
果に基づくものである10）。関係者に謝意を表する。
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