
第3章　直線継手における開先角度と初層溶接条件に関する検討

3. 1　　はじめに

狭開先化を実現するための大きな課題の一つは初層溶接である｡初層溶接に求められる

性能は､溶込み深さと溶接金属の健全性を確保することの大きく2つに分けられ14)､いず

れも満足する施工方法が必要となる｡特に狭開先化において最も懸念される溶接欠陥は高

温割れであるo　高温割れは一般に冷却過程の凝固温度付近において､結晶粒界に残存する

液相あるいは脆弱な不純物の薄い相が凝固の進行により発生する収縮応力を支えきれずに

開口して発生するとされる｡よって､その発生要因には冶金的因子と機械的因子とが挙げ

られ､凝固形態､化学成分､溶接施工条件のような原因が相互に関係しているものと考え

られている｡溶接施工条件の観点では､溶接電流､アーク電圧､溶接速度､開先形状､ウ

イ-ビング条件などの溶接条件のほか､部材の拘束度などがその因子として挙げられる28)0

割れにはいくつかの試験方法が示されており29)､実験的に行った高温割れの結果は多く報

告されている28)が､実際の構造物における拘束度と適正条件という関連付けは複雑なため

あまり検討されておらず､建築鉄骨で用いられている継手を対象とした具体的な検討はな

されていない｡

よって､本章では､建築鉄骨で用いられている裏当て金方式のレ形開先継手のロボット

溶接を前提とした狭開先溶接に特化し､開先の収縮を考慮した場合の溶接条件と高温割れ

発生の関係について実験を通して確認し､条件範囲の検討を行う｡

実験では､まず､現在､開先角度35度での溶接に用いられている施工方法をベースと

し､高温割れが懸念される最小ルートギャップにおいて､溶接による断面収縮に対して拘

束度を高めた試験体を用い､開先角度を変えて溶接を行う｡次に､狭開先継手-の実用性

を高めるため､トーチを平行に動かす従来のウイ-ビングから図3-1に示すような新たに

振り子状に運棒するウイ-ビング動作30)を取り入れ､試験体の拘束度を変えることによる

溶接部-の影響および効果について確認し､さらにルートギャップが広くなった場合につ

いても確認する｡

(a)従来法の平行ウイービング　　　　(b)振り子ウイービング

図3-1平行ウイ-ビングと振り子ウイ-ビング
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3. 2　　開先角度35度での溶接手法をベースとした初層溶接条件の検討

3. 2. 1　　実験方法

実験は､開先角度と溶接条件を組み合せることで行うこととし､開先角度20度/25度/30

度の3種に対し､図3-2に示したように板厚底部からピード表面までの高さであるのど厚

と溶接電流を主体として溶接条件を変化させ､ 1パス目のみを溶接した場合の開先収縮量､

溶込み深さ､溶込み形状､高温割れ発生有無を確認した｡また､第2章で行った実施工に

おけるルートギャップの調査結果から､同一溶接線においてルートギャップが変化するこ

とを想定し､アークセンサを用いたウイ-ビング法を適用とした｡

図3-2　のど厚高さの定義

実験パラメータとしては､前述の開先角度30度/25度/20度の3種に対し､のど厚は

4mm/7mm/10mmの3種､溶接電流は250A/280A/310Aの3種とし､計27種の組合せを各1体

づつとした｡なお､アーク電圧は各電流に対する適正電圧31)とし､溶接速度は溶接電流か

ら決定されるワイヤ送給速度に応じて各のど厚を満足する値とした｡また､ルートギャッ

プは高温割れが発生しやすいと思われる狭い値を使用することとし､第2章で調査結果に

おける下限値付近に相当し､かつ､社団法人日本ロボット工業会が定める建築鉄骨溶接ロ

ボット型式認証32)の下限値でもある4mmとした｡ウイ-ビング方法は従来通りトーチ姿勢

(ロボット姿勢)を固定した平行ウイ-ビングとし､ウイ-ビング幅はいずれもルートギ

ャップに対して左右で1mmずつ狭い2mmとした｡これはアークの広がりを考慮したもので､

従来の開先角度35度でも同様に行っている設定であるが､開先内において溶接ワイヤ位置

はアークその広がりを考慮して開先面および立板面から少し離すことで､アークが壁面を

駆け上がり､母材をかじるような現象によるスバッタ発生や､アークが溶接ワイヤ側面方
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向-発生することによるスバッタ発生を抑制することを目的としたものである｡また､ウ

ィ-ビング周波数もアークセンサの性能確保のため従来の開先角度35度での設定同等の

2Hzとした｡実験パラメータの一覧とこれらを組み合せた27種の条件を表3-1および表3-2

に示す｡

試験体の形状はロボット溶接が多く適用されている裏当て金方式のレ形開先継手の中で､

拘束度の最も大きいと考える通しダイアフラムと梁フランジ接合部の形態に類似した形状

とした｡この実験においては､高温割れに対しての影響を確認することを大きな目的の1

つとしているため､立板側のかさ折れを極力小さくし､開先の水平方向の収縮と高温割れ

の状況を確認しやすくするため､図3-3のように突合せ継手のような形態とした上で開先側

の板厚に対して立板側の板厚を厚くしたT継手の形状とし､裏面に2枚の拘束板を取り付け

ることでさらに拘束度を高めている｡供試鋼材は､いずれもSN490C鋼を用い､裏当て金に

はSN490Bを使用した｡供試鋼材の化学組成を表3-3に示す｡

実験結果の確認として､開先の収縮量は､溶接前後において試験体の幅をノギスにて測

定し､その差を収縮量とした.溶込み深さおよび溶込み形状は図3-3に示すように､断面

マクロ試験片からピード高さ(H)､ピード幅(W)､立板と裏当て金の交差部を基点として

縦方向の溶込み深さ(d)､立板側の水平方向の溶込み深さ(S)を実測した｡高温割れの発

生有無についても同断面マクロ試験片にて確認した｡測定項目の一覧を表3-4に示す｡

表3-1実験パラメータ一覧

実験パラメータ

溶接板厚 �16mm 

ルートギャップ �4mmく最小値) 

実験パラメータ 丶ｩ�hｧ�7��30度/25度/20度 

ピードのど厚 擢ﾖﾒ�ﾖﾒ���ﾖﾒ�

溶接電流 �#S���#����3����

その他 �4X42ﾘ7(984���ﾈ��●平行ウイ-ビング 

●ウイ-ビング幅2mm(ルートギャップに対して-2mm) 

●ウイ-ビング回数2Hz 

アーク電圧 ��ﾈｦYv��ｩ6Izﾈ,���+x.�4ｹ�9&ﾈ/�諍w��

溶接速度 ��ﾈｦYv��ｩ6Izﾈ,�*�*�.�8�488I�x.榎ｨ*�.h-�v�(Xﾏ越h*�.x78�ｸ6��

のど厚を満足する値を使用 
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表3-2　実験条件の組合せ

溶接 条件 No. �8ｸ�ｸ6r�4ﾘ886(7b��ﾒ��開先 角度 (°eg) �,ﾈ,xﾝ"�溶接電流 �4��ｸ4�6H�2�溶接速度 �?ﾈ��

(mm) 嫡���(∨) 中6ﾒ�問��(kJ/cm) 

1 釘�30 釘�250 �#偵��54.6 唐�"�

2 劔280 �3"���63.3 唐絣�

3 劔310 �3B���72.8 唐縒�

4 剴r�250 �#偵��26.7 ��b縒�

5 劔280 �3"���31.0 ��r�2�

6 劔310 �3B���35.6 ��r繧�

7 剴���250 �#偵��16.3 �#r紕�

8 劔280 �3"���18.9 �#ゅB�

9 劔310 �3B���21.8 �#偵��

10 �25 釘�250 �#偵��57.1 途繧�

ll 劔280 �3"���66.2 唐���

12 劔310 �3B���76.1 唐�2�

13 剴r�250 �#偵��28.6 ��R綯�

14 劔280 �3"���33.1 ��b�"�

15 劔310 �3B���38.1 ��b綯�

16 剴���250 �#偵��17.8 �#R���

17 劔280 �3"���20.6 �#b���

18 劔310 �3B���23.7 �#b繧�

19 �20 釘�250 �#偵��59.6 途絣�

20 劔280 �3"���69.1 途繧�

21 劔310 �3B���79.4 唐���

22 剴r�250 �#偵��30.5 ��B縒�

23 劔280 �3"���35.4 ��R�"�

24 劔310 �3B���40.6 ��R綯�

25 剴���250 �#偵��19.3 �#2�"�

26 劔280 �3"���22.4 �#B���

27 劔310 �3B���25.8 �#B綯�
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(mm)

図3-5　試験体形状(試験体(A))とマクロ試験片採取位置

表3-2　供試材の機械的性能と化学成分(wt.%) (ミルシートより)

部材 俎ﾈ霻�引張試鹸 劍嶌ｧy�ﾉZ｢�引張強さ ���"Y��ﾒ�伸び �2�Si 疲��No 疲��Cr 秒�P �2�

N/mm2 披�ﾓ"�% ������R�劔凵~1000% 

(か立板側鋼板 �4紊��2�552 �3�2�31 ��b�35 ��Cr�0 �"�3 澱�16 �2�

②開先側鋼板 �4紊��2�549 鼎���28 ��b�37 ��C��1 �"�5 ���12 �"�

③裏当金 �4紊����533 �3S��22 ��R�29 �����2 途�17 ���24 ��"�

図3-3　断面マクロから測定する各寸法
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表3-3　測定項目の一覧

測定項目

溶接時 ●　開先断面の収縮量:溶接前後の試験体の幅をノギスにて測定

ミ三軍三i--i ,≡

[　占二二コ
断面マクロ試験 ●　立板と裏当て金の交差部を基点とした鉛直方向の

>　溶込み深さ(d)

>　立板側の水平方向の溶込み深さ(S)

>　ピード高さ(H)

>　ピード幅(W)

●　高温割れの有無
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3. 2. 2　　　実験装置

実験装置は､図3-4に示したような6軸多関節型の溶接ロボットとインバータ制御式直

流電源を用い､シールドノズルは図3-5に示すように開先角度20度まで対応することを考

慮し内径16mm¢に加工したものを使用し､ワイヤ突き出し長さ25mm､ノズルー母材間距離

37mmとした｡また､シールドガスは建築鉄骨溶接分野において最も用いられている炭酸ガ

ス(流量:259 /min)を使用し､溶接ワイヤはソリッドワイヤ/ワイヤ径1.2mmO/YGW18

( MG-56R:㈱神戸製鋼所製)を用いた｡

F…Ⅷ肝l

図3-4　実験装置

図3-5　音容接トーチ先端の状況
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3. 2. 3　　　実験結果と考察

各試験条件に対する実験結果の一覧を表3-3､断面マクロ写真を図3-6-図3-8に示す｡

表3-5　実験結果の一覧

溶接 条件 倩靄��ﾂ�開先 角度 �,ﾈ,xﾝ"�溶接 電流 �4��ｸ4��6H�2�溶接 速度 �?ﾈ��収縮量 僮hﾙ�-ﾒ�ﾆ��2�薄込み 深さ �-�ﾙ�-ﾒ��ｸ+2�高温 割れ 

No. �7ﾘ�ｸ4��(°eg) 中ﾖﾒ��(A) 着b��(cm/min) 中ｴ｢�6ﾒ��(mm) 佛y�B�ц�ﾅr��(ら) (mm) 中B���ﾅFﾂ��有無 

1 泌D���30 釘�250 �#偵��54,6 唐�"�0.21 ��纉��2.0 �2���- 

2 泌D�"��280 �3"���63.3 唐絣�0.19 ����2�1.4 ��紕�あり 

3 泌D�2��310 �3B���72.8 唐縒�0.21 ����2�1.2 �"繧�あり 

4 泌C�B�途�250 �#偵��26.7 ��b縒�0.33 ����r�1.3 ��綯�- 

5 泌D���280 �3"���31.0 ��r�2�0.32 ������1.4 �"紕�- 

6 泌D���310 �3B���35.6 ��r繧�0.35 ����B�2.6 �2絣�- 

7 泌D������250 �#偵��16.3 �#r紕�0,43 ���3��0.3 ��紕�- 

8 泌D���280 �3"���18.9 �#ゅB�0.53 ���#b�1.9 �"�2�- 

9 泌D���310 �3B���21.8 �#偵��0.46 ��紊R�3.2 �2縒�- 

10 泌C���25 釘�250 �#偵��57.1 途繧�0.20 ��繝r�1.2 ��繧�あり 

ll 泌Fﾆﾂ��280 �3"���66,2 唐���0.19 ��纉r�0.8 �"絣�あり 

12 泌C�"��310 �3B���76.1 唐�2�0.18 ��纉r�1.5 �2���あり 

13 泌C�2�途�250 �#偵��28.6 ��R綯�0.29 ����B�1.4 ��ﾃ2�- 

14 泌C�B��280 �3"���33.1 ��b�"�0.35 ����"�1.8 �"綯�- 

15 泌C�R��310 �3B���38.1 ��b綯�0.33 ������2.1 �"繧�あり 

16 泌C�b�����250 �#偵��17.8 �#R���0,58 ���3R�-0.1 蔦����- 

17 泌C�r��280 �3"���20.6 �#b���0.54 ���#��0.8 ��綯�- 

18 泌C����310 �3B���23.7 �#b繧�0.46 ���3��3.4 �"�2�- 

19 泌C���20 釘�250 �#偵��59.6 途絣�0.16 ��纉R�1.1 �"���あり 

20 泌C#���280 �3"���69.1 途繧�0.18 ����"�1.0 �"綯�あり 

21 泌C#���310 �3B���79.4 唐���0.16 ����2�1.8 �"紕�あり 

22 泌C#"�途�250 �#偵��30.5 ��B縒�0.30 ���#��1.2 �"���- 

23 泌C#2��280 �3"���35.4 ��R�"�0.28 ����R�2.0 �"���- 

24 泌C#B��310 �3B���40.6 ��R綯�0.31 ���#2�2.6 �2�"�あり 

25 泌C#R�����250 �#偵��19.3 �#2�"�0.50 ���#��0.6 ��縒�- 

26 泌C#b��280 �3"���22.4 �#B���0.47 ���3��1.7 ���"�- 

27 泌C#r��310 �3B���25.8 �#B綯�0.50 ���3��1.9 �"絣�- 

26



丁 ���"�T 
( 白�ﾒﾘ耳痔｣�ﾓ�B�"�∫ 

llLHllL川l川lltLlllHl~1叩Illim"Il叩lllーlllIIHIIrI 免ﾉ�ﾆﾆﾉ�ﾇ&ﾄ�ﾄ�ﾆﾇ&ﾆﾆﾆﾆﾄ粕ｧ$陪ﾆﾄVﾆﾆﾄ�ﾆﾄ粕粕ﾄ��D�'&ﾆﾇ"�･HlLILl11日lE州LHllLHlllFILl川IIHrrtlJllEHFlF川rHFrlJ 

78J.=lLriII23 都�ﾄ畔��ﾈﾜEHﾆ(璽#2�78IAZlh一面16123 
pJIlJ川IJllllrI川IIH日日LL11JLHHl日日LIHIHILIlmltHHllt �.�ｦﾆﾆﾄﾄﾄ└ｩ�ﾆﾄ��ﾆﾆﾆﾉ�ﾆﾄ�ﾄﾄ犯ﾈﾟｳ�ﾆﾆﾉ�ﾄ�ﾄ⑧Fﾆﾄ��B�HlJlllllllllHHI川IHHlHJIIll仙川Llt川HLLILLLLlHLILtl 

30度′のど厚4mm/250A �3�7��ﾈ,ﾈ,xﾏ｣Fﾖﾘ�ﾃ#����30度/のど件4mm/310A 

･J;A:p三..Ii:.I---;妻T.._ ▼ 豫萃ﾒﾒ�ﾈ�ﾂ�

I ��- I 白�

HtLIIllHIllllllHlHlr川llllllEHllrHFllHl川ll1川llI 牝��ﾆﾆﾇDﾈ�､Y?ｩ?､粕ﾄтﾄ��播免ﾆﾆﾆﾄVﾆﾄ粕迫Fﾇ&ﾆﾄ播筈T�$ﾆﾆﾄ｢�Hl川ltI1日l…llLLlll川IIEIIllIHIF川llHITlllHl川rfHリH 

78r.=lb一ir!l.23 都�胯(示免佑#2�‖7..,....2....I.濡.M黒帯欝.L.!1"1.11号1. 
HI川山川l川II川Jl川日lmlLILLltmLHHlLILIL11日lHllHl 粕汎陪ﾄ��ﾇF└粕幡dg&ﾄd�ﾆﾖﾆﾈ�&ﾄﾄﾔ氾ﾓ����&ﾆﾄ�ﾆﾆﾇGFﾆﾆﾂ�

30度′のど厚7mm/250A �3�7�,ﾈ,xﾏ｣vﾖﾒ�#����30度/のど厚7mm/310A 

･_~L『｢._; ��㌍『r震: I.■L､' 

∫ - ��唏�X�8���停rﾕ�｢粨v�� 

T I L 

日日川1日llmLLlHLlt=ErHllHLHllJlll川rFHIflPlrf=リJJ 磐ﾉ?ｩ?ｦ緬�ﾆﾉ?ｩ?ｦﾃﾔ�ﾄVﾃ�?ｩ$�ｺ陪ﾆﾄ薄ﾈ8ｦﾆ綿8ｩ�ﾈ.��ﾈ8ｧD白�111l川叩‖lHllllItLlHll川rlllHi川】llLlll川tl川lllllllEl 

78Tさ▲■lit司■23 都ゆﾄ菠自l･Hﾇﾃ�#2�HTH‥…烹日日｢;Rl.捕.青柳.ll烹1日l…烹.. 
=一川‖川JhIHJl=rJllllHH川lllHLL川日日山lLLIL川lH 蒙ﾆﾈ��ﾆ�ﾆﾆﾉ�ﾄ�&ﾇ&ﾙ?ｩ?ｩ?ｩ?ｩ?ｩ?ｩ?ｩ?ｨ�&ﾆﾄﾆﾆﾄｦﾈ��ﾄﾅr�

30度/のど厚10mm′250A �3�7��ﾈ,ﾈ,xﾏ｣��ﾖﾒ�#����30度′のど厚10mm′310A 
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(1)　高温割れについて

図3-9は開先角度毎ののど厚と溶接電流に対する高温割れ発生の状況を示したものであ

る｡のど厚4mmにおいては9種の条件組合せのうち開先角度30度/溶接電流250Aを除く

8種の条件で高温割れが発生した｡しかし､のど厚7mmでは開先角度25度と20度のいず

れも溶接電流310Aの2種の条件でのみ高温割れが発生し､のど厚10mmではすべての条件

において高温割れは発生しなかった｡この結果から､同じのど厚においては高電流の条件

で割れが発生しやすく､同じ溶接電流においてはのど厚が小さいほど割れが発生しやすい

ことが分かる｡また､開先角度での比較では､溶接電流310A/のど厚7mmの組合せにおい

て開先角度30度のみ高温割れは発生しておらず､開先角度が大きい方が高温割れは発生し

にくいことが分かる｡

図3-10は開先角度とのど厚の組合せにより初層溶接後のピード表面に相当する開先幅

がどのように変わるかを示したもので､例えば開先角度20度/のど厚7mmの開先幅は開先

角度30度/のど厚4.2-4.3mm程度に相当し､これを図3-9に当てはめると30度において

も割れが発生しやすい領域であることが分かる｡これは開先角度の違いによるピード表面

の開先幅の違いが､凝固の進行方向33)に影響を及ぼしているものと思われ､溶接条件上の

差がほとんど無いにも関わらず各開先角度における割れ発生速度の差を生じさせているも

のと推測する｡一方､この検討からルートギャップが広くなるケースについては､高温割

れに対して安全サイドになるものと推測する｡

図　3-11は開先角度と溶接速度およびのど厚に対する高温割れ発生状況を示したもので

あるが､この結果から各開先角度とも溶接速度が速くなるほど高温割れが発生しやすく､

溶接速度がのど厚に依存していることからのど厚が小さいほど高温割れが発生しやすいこ

とが分かる｡また､その限界速度という観点でみると､今回用いた試験体では3種の開先

角度において開先角度30度と25度以下の間に大きな差があることが分かる｡適正な溶接

が行える限界の溶接速度が開先角度によって大きく異なることは､実用化という観点にお

いて､大きな意味を持つと考える｡

図3-12､図3-13は､それぞれ入熱量に対する割れ発生の有無を溶接電流および溶接速

度について比較したものである｡入熱量は､溶接電流とアーク電圧の積を溶接速度で除す

ことで求めらるが､今回の結果から高電流/高速の組合せほど割れやすい傾向があること

が分かり､この点は既往の報告と一致する34)0
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図3-9　各開先角度におけるのど厚と溶接電流に対する高温割れ発生状況
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(U!uJLuO)世雅舶l棋

120.0

100.0

80.0

60.0

0　　　　00　　　　04　　　2

20　　　　　　25　　　　　　30

開先角度(dog)

図3-11開先角度と溶接速度およびのど厚に対する高温割れ発生状況
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図3-12　人熱量と溶接電流およびのど厚に対する高温割れ発生状況
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図3-13　人熱量と溶接速度およびのど厚に対する高温割れ発生状況

(2)　溶込み形状係数(H/W)と高温割れについて

図3-14は開先角度､溶込み形状係数(H/W)と高温割れ発生の状況をのど厚別に示したも

ので､塗りつぶしたマークは高温割れが確認されたものである｡このようにH/Wが高い値

であっても割れは発生しない条件も多くある一方で､H/Wが1.0近辺でも割れが発生した｡

割れ発生のパラメータとして溶込み形状係数(H/W)がよく用いられ､開先角度とH/Wの関
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係も示されている34)35)が､今回の実験結果においてはその下限値という点では開先角度と

の相関が認められるものの､検討対象としている継手における適正な施工条件範囲の判断

材料としてH/Wで評価することは適当ではないと思われる｡

図3-15は入熱量､ H/Wと割れ発生の関係をのど厚別に示し､図3-16は入熱量､開先断

面の収縮量と割れ発生の関係をのど厚別に示したものである｡このように今回の実験範囲

においては､入熱量を大きくすると溶着量が増加しのど厚が大きくなるためH/Wは大きく

なるが､入熱量の増加とともに開先の収縮が促進されるため､凝固部に生じる応力が軽減

され､結果として割れが発生しなかったものと考える｡このことから､この継手について

は収縮性を加味した施工条件範囲の存在が何える｡

15　　　　　　20　　　　　　25　　　　　　30　　　　　　35

開先角度(°eg)

図3-14　開先角度とのど厚に対するH/Wと高温割れ発生状況
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図3-15　人熱量とのど厚に対するH/Wと高温割れ発生状況
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図3-16　人熱量に対する開先断面の収縮量と高温割れ発生状況
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(3)　溶込み深さについて

図3-17はのど厚に対する深さ方向-の溶込みと高温割れの関係を開先角度および溶接

電流別に示したものであるが､のど厚が小さいほど溶込みは深くなる傾向が見られ､さら

に電流値が高いほど溶込みは深くなることが分かる｡逆にのど厚が大きくなるほどそのば

らつきは非常に大きく､開先角度25度/溶接電流250Aののど厚10mmにおいては全く溶け

込んでいない｡また､図3-18は入熱量に対する深さ方向-の溶込みと高温割れの関係を示

したものであるが､のど厚での評価同様､入熱量が少ない方が溶込みは比較的深い値で安

定し､入熱量が多いとそのばらつきが大きくなる｡ただし､いずれの図からも高電流であ

れば､のど厚が大きく､入熱量が大きい場合でも溶込みが得られることが分かる｡

ワイヤ突き出し長さが同じ場合､溶着金属量は溶接電流の関数として表すことができ36)､

また､今回用いたアーク電圧は溶接電流に対しての適正値としていることから､のど厚お

よび入熱量を決める実質のパラメータは､溶接電流と溶接速度の2つとなる｡よって､さ

らにこの2つのパラメータと溶込み深さの関係について検討してみた｡図　3-19､図　3-20

はそれぞれ溶接電流に対する深さ方向およびダイアフラム方向-の溶込みと高温割れの関

係を開先角度およびのど厚別に示したもので､いずれも溶接電流が高いほど深く溶込む傾

向が見られる｡特に深さ方向おいてはその傾向が強く見られ､溶接電流が低くなるとその

ばらつきは大きい｡さらに図3-21は図3-19をのど厚別に分けたものであるが､この図か

ら電流値が高い場合にはのど厚が大きくても溶込みが得られることがよく分かるとともに､

のど厚が大きいほど溶込み深さが電流値に依存している様子が分かる0

図　3-22は開先角度毎の溶接電流に対する深さ方向-の溶込みの関係を示したものであ

る｡溶接電流310Aについてはいずれの開先角度においても2mmを超える十分な溶込みが得

られているが､溶接電流280Aおよび250Aの開先角度25度および20度では条件の組合せ

によりばらつきが大きくなっているのに対し､開先角度30度については安定した溶込みが

得られており､高温割れ同様､溶込み深さについても開先角度30度と25度以下で差があ

り､開先角度が広い方が溶込み深さが安定することが分かる｡

一方､図　3-23　は溶接速度に対する深さ方向-の溶込みと高温割れの関係を示したもの

で､ 40cm/min程度までは溶接速度が速くなるほど溶込み深さは深くなり､さらに速い領域

では､溶込み深さは頭打ちとなり比較的安定する傾向が見られる｡ただし､これは高温割

れ防止の観点と正反対の結果となっている｡
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図3-18　人熱量に対する溶接電流毎の溶込み深さ(d)と高温割れ発生状況
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図3-20　溶接電流に対する溶込み深さ(S)と高温割れ発生状況
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図3-23　溶接速度に対する溶込み深さ(d)と高温割れ発生状況
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3. 2. 4　　　開先角度35度での溶接手法をベースとした実験結果のまとめ

(1)開先角度が大きい方が､高温割れは発生しにく､溶込みは安定して深くなる傾向が

ある｡

(2)同じ溶接金属量においては､高電流/高速の溶接条件ほど高温割れが発生しやすく､

その限界速度は､今回用いた試験体において開先角度30度と25度以下の間に大き

な差があった｡

(3)建築鉄骨の溶接を模した試験体では､一般に割れ発生の判断基準として用いられる

溶込み形状係数(H/W)では評価できない｡

(4)今回用いた試験体の形状における高温割れ発生は､開先の収縮と密接な関係があり､

また､開先の収縮量は入熱量と密接な関係が認められ､入熱量が大きいほど収縮量

が大きくなり､開先の収縮が促進され､高温割れは発生しにくくなる｡

(5)今回用いた条件範囲においては､溶接電流が高いほど溶込みは､安定して深くなる

傾向がある｡

(6)溶込み深さを確保するために､高電流と高速の溶接条件の組合せが有利であるが､

高温割れ防止の観点では低電流と低速､かつ入熱量の大きい組合せが有利であり､

適切な溶接のためには相反する条件範囲の両面を満足する条件範囲の選定が必要

である｡
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3. 3　　振り子ウイ-ビングと拘束度を変えた試験体での初層溶接条件の検討

3. 3. 1　　本実験の概要と実験方法

先の実験では､試験体板厚16mmのものを使用していることから､シールドノズルと試

験体の干渉を回避できているが､さらに板厚が厚くなった場合には､シールドノズルと母

材が干渉し､同寸法では適切な溶接が行えないことが予想される｡そこで今回の実験では､

先の実験条件に加え､図3-1に示した振り子状に運棒する新たなウイ-ビング方法を適用

した｡このとき､ウイ-ビング両端におけるトーチ傾斜角度がそれぞれ接近した壁面にお

いて各々大きくなるよう図3-1中の∂　を30　振り子状に動作させて溶接した｡

また､今回の実験では､先の実験で用いた試験体とは拘束状態の異なる試験体でも溶接

を行った｡実際にロボット溶接を適用している建築鉄骨では､断面形状は類似しているが､

各々の継手によってその拘束状況は異なる｡よって､先の実験で用いた図3-5の試験体(A)

に加えて拘束状態の異なる試験体(B)での実験を行った｡後者の試験体形状は､図3-24に

示すように､継手断面は先に使用した試験体同様裏当て金方式のレ形丁継手としているが､

立板を立て､拘束板を無くすことで､開先の収縮に対する拘束度を緩和している｡試験体

(A)は通しダイアフラムと梁フランジ接合部に類似の形態であったが､試験体(B)は柱フラ

ンジの溶接に類似の形態と考える｡今回の試験体に用いた供試鋼材の化学組成を表3-5に

示す｡

実験結果の確認として､先の実験同様､開先の収縮量をノギスにて測定し､断面マクロ

試験片から､ピード高さ(H)､ピード幅(W)､立板と裏当て金の交差部を基点として縦方

向の溶込み(d)､立板側の水平方向の溶込み(S)を実測するとともに､高温割れの発生有

無を確認した｡なお､試験体(B)での収縮量測定は､図3-25のように立板の変形の影響を

受けにくい開先底部の位置で行った｡

今回行う各実験パラメータの組合せを表3-6に示す｡
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(mm)

図3-24　試験体(B)の形状とマクロ試験片採取位置

表3-5　供試材の機械的性能と化学成分(wt.鶴) (ミルシートより)

部材 俎ﾈ霻�引張試験 劍嶌ｧy�ﾉZ｢�引張強さ ���"Y��ﾒ�伸び �2�Si 磐��Mo 疲��Cr 秒�P �2�

N/mm2 披�ﾓ"�% ������R�劔凵~1000% 

(丑立板側鋼板 �4紊��2�522 �3C��29 ��b�28 ��S2�1 ���2 ���10 �2�

②開先側鋼板 �4紊��2�545 鼎�b�26 ��R�27 ��S��1 �"�3 ���14 �"�

③蓑当金 �4紊��"�551 �3S��22 免ﾂ�29 ��3B�2 釘�6 ���16 途�

変形の影響が少ない
蓑当金の高さで測定

L �� / 

接前後の収縮量を測定 ､ヽ._ 港 / 

＼ �8�耳�ﾂ�

図3-25　試験体(B)での収縮量測定位置
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表3-6　試験条件の組合せ

溶接 倩����ﾂ�運棒 倩靈��ﾂ�ルート ･プ 丶ｩ�b�ｧ�7��のど犀 况��｢�6Izﾂ�アーク 電圧 况��ｩ�ﾉ7��入熟 

条件 No. �7ﾘ�ｸ4��方法 偃ﾙ¥｢�ギヤツ (mm) 宙�ｶVr��(mm) 白�����土 (V) 中6ﾒ�問��(kJ′cm) 

1 疋���振 り 千 ウ イ l ビ ン グ ���ﾕ2����ｺﾒ�4 �3��4 �#S��29.8 鉄B綯�8.2 

2 疋�"�劔�#���32.0 田2�2�8.5 

3 疋�2�劔�3���34.1 都"繧�8.7 

4 疋��劔7 �#S��29.8 �#b縒�16.7 

5 疋��劔�#���32.0 �3����17.3 

6 疋��劔�3���34.1 �3R綯�17.8 

7 疋��劔10 �#S��29.8 ��b�2�27.4 

8 疋��劔�#���32.0 ��ゅ��28.4 

9 疋��劔�3���34,1 �#�繧�29.1 

10 匹���剴#R�4 �#S��29.8 鉄r���7.8 

ll 彦ﾆﾂ�劔�#���32.0 田b�"�8.1 

12 匹�"�劔�3���34.1 都b���8.3 

13 匹�2�劔7 �#S��29.8 �#ゅb�15.6 

14 匹�B�劔�#���32.0 �32���16.2 

15 匹�R�劔�3���34.1 �3ゅ��16.6 

16 匹�b�劔10 �#S��29.8 ��r繧�25.1 

17 匹�r�劔�#���32.0 �#�綯�26.1 

18 匹���劔�3���34.1 �#2縒�26.8 

19 匹���剴#��4 �#S��29.8 鉄偵b�7.5 

20 匹#��劔�#���32.0 田偵��7.8 

21 匹#��劔�3���34.1 都偵B�8.0 

22 匹#"�劔7 �#S��29.8 �3�絣�14.7 

23 匹#2�劔�#���32.0 �3R紕�15.2 

24 匹#B�劔�3���34.1 鼎�綯�15.6 

25 匹#R�劔10 �#S��29.8 ��偵2�23.2 

26 匹#b�劔�#���32.0 �#"紕�24,0 

27 匹#r�劔�3���34.1 �#R繧�24.6 

1 部���振 り 千 ウ イ I ビ ン グ �"�ﾕ2�����2�4 �3��4 �#S��29.8 鉄B綯�8,2 

2 部�"�劔�#���32.0 田2�2�8.5 

3 部�2�劔�3���34.1 都"繧�8.7 

4 部��劔7 �#S��29.8 �#b縒�16.7 

5 部��劔�#���32.0 �3����17.3 

6 部��劔�3���34.1 �3R綯�17.8 

7 部��劔10 �#S��29.8 ��b�2�27.4 

8 部��劔�#���32.0 ��ゅ��28.4 

9 部��劔�3���34.1 �#�繧�29.1 

10 蕪���剴#R�4 �#S��29.8 鉄r���7.8 

ll 楓ﾆﾂ�劔�#���32.0 田b�"�8.1 

12 蕪�"�劔�3���34.1 都b���8.3 

13 蕪�2�劔7 �#S��29.8 �#ゅb�15.6 

14 蕪�B�劔�#���32.0 �32���16.2 

15 蕪�R�劔�3���34.1 �3ゅ��16.6 

16 蕪�b�劔10 �#S��29.8 ��r繧�25.1 

17 蕪�r�劔�#���32.0 �#�綯�26.1 

18 蕪���劔�3���34.1 �#2縒�26.8 

19 蕪���剴#��4 �#S��29.8 鉄偵b�7.5 

20 蕪#��劔�#���32.0 田偵��7.8 

21 蕪#��劔�3���34.1 都偵B�8.0 

22 蕪#"�劔7 �#S��29.8 �3�絣�14.7 

23 蕪#2�劔�#���32.0 �3R紕�15.2 

24 蕪#B�劔�3���34.1 鼎�綯�15.6 

25 蕪#R�劔10 �#S��29.8 ��偵2�23.2 

26 蕪#b�劔�#���32.0 �#"紕�24.0 

27 蕪#r�劔�3���34.1 �#R繧�24.6 
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3. 3. 2　　　振り子ウイ-ビングについて

振り子ウイ-ビングを適用する目的は､単にシールドノズルの形状的な干渉回避だけで

なく､溶接ワイヤと母材のなす角が大きくすることができ､これによりスバッタ発生量の

減少と溶込み深さの安定性向上および耐割れ性の改善や､ガスシールド性の向上などを期

待するものである｡

(1)振り子ウイ-ビングによる干渉エリアの縮小

図3-26は開先角度35度の溶接で用いられているノズル内径19mm¢のシールドノズルに

おいて､開先角度35度/30度/25度/20度の開先に対して平行ウイ-ビングを適用した

場合の干渉状況を図示したもので､図3-27は同じ組合せにおいて､振り子ウイ-ビングを

適用した場合の各ウイ-ビング端部で開先および立板と按するときのトーチ傾斜角度を示

したものである｡平行ウイ-ビングでは開先角度30度でほぼクリアランスは無くなってし

まうのに対し､振り子ウイ-ビングを用いた場合には同じ形状のシールドノズルを用いた

場合でも､開先角度25度においても､かろうじてではあるが開先内に収まることが分かる｡

このように振り子ウイ-ビングを適用することにより､平行ウイ-ビングを用いた場合と

比べてノズルー母材間の距離を極力小さくすることができ､また､ノズル内径を過剰に細

くすることなく狭い開先内にノズルを挿入できる｡

図3126　平行ウイ-ビングでの干渉状況
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I:.　　　　　　　　　　　　･-/

図3･27　振り子ウイ-ビングでの干渉状況

(2)アークの安定性向上

図3-28は開先内におけるアーク発生中の様子を写したもので､図3-28(a)のように正常

な狙いにおいては一定のアーク長を保ちながら溶滴が移行するが､図　3-28(b)のように溶

接ワイヤと壁面のなす角が浅い場合に壁面に接近すると､アークが溶接ワイヤ側面から発

生しアーク長が急激に短くなるとともに､溶融プール表面より上の壁面に直接アークが当

たることで母材をえぐるように多量かつ大粒のスバッタが発生する｡よって､今回の実験

では振り子ウイ-ビングを適用することにより､ワイヤ側面と壁面との距離と角度を保つ

ことでそういった現象を抑制できるものと考える｡また､その結果として溶け込み形状に

おいてピード幅(W)が大きくなることにより高温割れ発生の抑制､溶込みの安定性向上も

期待できる｡

(a)正常な状況 (b)側面にアークが発生している状況

図3-28　開先内におけるアーク発生状況(CO2アーク溶接)
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(3)ガスシールド性能の向上

図3-29はガスシールド性の観点で､狭い開先角度を対象とする場合を考え､レ形開先

における狙い位置およびトーチ角度に対するシールドガスの流れをシュリーレン装置にて

観察してみたものである｡このとき､開先角度35度の試験体に対し､トーチ傾斜角度は

30度/15度の2種類を用いた｡

シールドガスはノズルの内径の断面サイズで突出されるが､このガス流の断面の一部が

開先上部のエッジにかかっている状態では､開先上部で跳ね返り､ガスの流れが複雑にな

っている様子が見られる｡これに対し､ノズル内径幅が開先の開口幅内に納まる状態にな

ると､ガスは開先内にスムーズに流れ込んでいる｡この観察結果から､開先角度が狭くな

った場合､開先の開口幅がより狭くなるため､ノズル内径は開先角度に合わせて狭くする

必要があるものと考える｡また､そのときのトーチ傾斜角は､開先角度よりも起きた姿勢

にすることで開先内-のスムーズな流れを確保できるものと考える｡特に初層などの開先

底部を溶接する場合においては､トーチの傾斜が大きいと開先上部のエッジにガス流の一

部がかかってしまうため､母材板表面においてガスが乱れシールド性を悪化させるものと

推測する｡

この結果を平行ウイ-ビングで実現するためには､ノズル内径を細くする必要があるが､

内径が細くなるとシールドできる溶融プールの大きさが小さくなり､シールド性は劣化す

る方向となる｡これに対し､振り子ウイ-ビングではその干渉範囲を狭くすることができ､

ノズル径も大きくできるため､適正なシールド性能を確保できるものと考える｡

図3-29　トーチ角度と狙い位置に対するシールドガスの流れ方
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(4)振り子ウイ-ビングを実現するためのロボット制御

振り子ウイ-ビングを行うにあたっては､単にロボットの姿勢をウイ-ビング両端での

トーチの傾きを変えるだけでなく､よりロボット動作をスムーズに行うための制御方法を

取り入れた｡通常､溶接施工上のトーチ姿勢は､図3-30に示した溶接線断面上にトーチが

傾斜する角度(傾斜角)と､溶接線方向に前後に傾斜する角度(前進角/後退角)で決ま

るが､図3-31のような6軸多関節ロボットの場合には､更にトーチ回転角が加わるo

今回用いた姿勢制御方法では､溶接姿勢に対して冗長な動作となるトーチ回転角をウイ

-ビング中に変化させることでロボット全体の動作を小さくスムーズにしている｡つまり､

振り子状にトーチ傾斜角を高速で変化させる際､従来の方法では第1軸～第6軸までを使

ってアーム全体で傾斜に合わせて姿勢変更するため､姿勢変更によるロボット全体の動き

が大きくなり振動が生じやすくなるが､今回用いた制御方法ではそれぞれトーチ傾斜角度

と反対方向にトーチを回転させることで､特に第1軸の動きを小さくすることでアームの

全体の動きを小さくし､これにより高速で複雑な振り子ウイ-ビングを適用した場合でも

マニピュレータのアームの剛性を高くしたりするようなことなく安価に実現している30)0

図3-30　ロボットの溶接姿勢を決定する角度　　　　　図3-31 6軸多関節ロボット
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3. 3. 3　　　実験結果および考察

今回の実験結果の一覧と各試験体の断面マクロ写真を､それぞれを表3-7､表3-8およ

び図3-32-図3-37に示す｡

表3-7　実験結果の一覧(拘束強/振り子ウイ-ビング適用)

溶接 条件 倩靄��ﾂ�開先 角度 �,ﾈ,xﾝ"�溶接 電流 �4��ｸ4��6H�2�溶接 速度 �?ﾈ��収砲塁 僮hﾙ�-ﾒ�ﾆ��2�落込み 深さ 凅鞁�-ﾒ��ｸ+2�高温 割れ 

No. �7ﾘ�ｸ4��(°eg) 中ﾖﾒ��(A) 宙�鋳�(clTl/min) 中ｴ｢�6ﾒ��(mm) 佛y�B�ц�ﾅr��(S) (mm) 中B���ﾒ��有無 

1 疋���30 釘�250 �#偵��54.6 唐�"�0.20 ����b�0.7 ��縒�- 

2 疋�"��280 �3"���63.3 唐絣�0.21 ����b�1.8 �2���- 

3 疋�2��310 �3B���72.8 唐縒�0.18 ��貳ﾂ�1.9 �"纈�あり 

4 疋��途�250 �#偵��26.7 ��b縒�0.31 ���3"�1.6 �"�2�- 

5 疋���280 �3"���31.0 ��r�2�0.33 ���3B�1.6 �"纈�- 

6 疋���310 �3B���35.6 ��r繧�0.32 ��紊B�1.2 釘ﾃ2�- 

7 疋������250 �#偵��16.3 �#r紕�0.61 ���#��0.1 �����- 

8 疋���280 �3"���18.9 �#ゅB�0.55 ���#2�1.9 �����- 

9 疋���310 �3B���21.8 �#偵��0.52 ��紊"�1.8 �2���- 

10 匹���25 釘�250 �#偵��57.1 途繧�0.19 ����r�0.7 ��紕�- 

ll 彦ﾆﾂ��280 �3"���66,2 唐���0.19 ��纉R�1.5 �"縒�- 

12 匹�"��310 �3B���76.1 唐�2�0.20 ������0.7 �"綯�あり 

13 匹�2�途�250 �#偵��28.6 ��R綯�0,33 ���#��1.8 ��纈�- 

14 匹�B��280 �3"���33.1 ��b�"�0.34 ����r�1.4 �"���- 

15 匹�R��310 �3B���38.1 ��b綯�0.27 ���3R�1.6 �2���あり 

16 匹�b�����250 �#偵��17.8 �#R���0.45 ��ﾃ3R�0.3 ��絣�- 

17 匹�r��280 �3"���20.6 �#b���0.43 ���3��1.2 ���2�- 

18 匹����310 �3B���23.7 �#b繧�0,44 ��紊B�2.3 �"�"�- 

19 匹���20 釘�250 �#偵��59.6 途絣�0.17 ����B�0.8 ��縒�あり 

20 匹#���280 �3"���69.1 途繧�0.18 ��纉r�1.0 �"繧�- 

21 匹#���310 �3B���79,4 唐���0.16 ������0.8 ��縒�あり 

22 匹#"�途�250 �#偵��30.5 ��B縒�0.25 ���#b�1.1 ��縒�- 

23 匹#2��280 �3"���35,4 ��R�"�0.42 ���#B�1.1 ��縒�- 

24 匹#B��310 �3B���40.6 ��R綯�0.31 ���3��1.0 �"�2�あり 

25 匹#R�����250 �#偵��19.3 �#2�"�0,52 ���#"�0.5 ��絣�- 

26 匹#b��280 �3"���22.4 �#B���0.41 ���#b�1.8 ��綯�- 

27 匹#r��310 �3B���25.8 �#Bﾃb�0.41 ��經B�1.8 �"紕�あり 
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表3-8　実験結果の一覧(拘束弱/振り子ウイ-ビング適用)

溶接 条件 No. 倩靄��ﾂ�開先 角度 (de且) �,ﾈ,xﾝ"�溶接 電流 �4��ｸ4��6H�2����溶接 速度 (cm′min) �?ﾈ��JRkI �-�ﾙ�-ﾒ�ﾆ��2�淳込み 深さ 僮hﾙ�-ﾒ��ｸ+2�高温 割れ 有無 

マーク �(mm) 劔(kJ′cm) 中ﾖﾒ��係数 着2��(d) 

(A) 劔嫡��ﾅr��(mm) 中ﾖﾒ��

1 部���30 釘�250 �#偵��54.6 唐�"�0.16 ��纉2�0.9 ��縒�- 

2 部�"��280 �3"���63.3 唐絣�0.19 ������1.1 �"�"�- 

3 部�2��310 �3B���72.8 唐縒�0.22 ����R�1.1 �"絣�- 

4 部��途�250 �#津��26.7 ��b縒�0,40 ���#��1.1 ���"�- 

5 部���280 �3"���31.0 ��rﾃ2�0.38 ���#��1.5 �"���- 

6 部���310 �3B���35.6 ��r繧�0.37 ��紊b�1,1 �"綯�- 

7 部������250 �#偵��16.3 �#r紕�0.60 ���#B�0.0 �����- 

8 部���280 �3"���18.9 �#ゅB�0.49 ���32�1.1 ��纈�- 

9 部���310 �3B���21.8 �#偵��0.51 ��紊��2.2 �2�"�- 

10 蕪���25 釘�250 �#偵��57.1 途繧�0.21 ��纉b�0.9 ��縒�- 

ll 楓ﾆﾂ��280 �3"���66.2 唐���0.21 ��貳ﾂ�0.8 ��縒�- 

12 蕪�"��310 �3B���76.1 唐�2�0,23 ��纉��1.0 ��繧�- 

13 蕪�2�途�250 �#偵��28.6 ��R綯�0.40 ���#��0.9 ��繧�- 

14 蕪�B��280 �3"���33.1 ��b�"�0.36 ���32�1,1 �"���- 

15 蕪�R��310 �3B���38.1 ��b綯�0.35 ���#r�1.6 �"ﾃB�- 

16 蕪�b�����250 �#偵��17.8 �#R���0.59 ���3��0.3 ���2�- 

17 蕪�r��280 �3"���20.6 �#b���0.51 ���3r�0.6 ��絣�- 

18 蕪����310 �3B���23,7 �#b繧�0.48 ��緜2�1,3 ���"�- 

19 蕪���20 釘�250 �#偵��59.6 途絣�0.24 ������0.8 ��ﾃ��- 

20 蕪#���280 �3"���69.1 途繧�0.21 ��纉b�0.8 ���"�あり 

21 蕪#���310 �3B���79.4 唐���0.19 ��貳ﾂ�0.7 �����- 

22 蕪#"�途�250 �#偵��30.5 ��B縒�0.34 ���#2�0.6 �����- 

23 蕪#2��280 �3"���35.4 ��R�"�0.37 ���3R�1.7 �"���あり 

24 蕪#B��310 �3B���40.6 ��R綯�0.40 ���#r�2.2 �2���- 

25 蕪#R�����250 �#偵��19,3 �#2�"�0.52 ���3��0.2 �����- 

26 蕪#b��280 �3"���22.4 �#B���0.48 ���3��1.4 ��繧�- 

27 蕪#r��310 �3B���25.8 �#B綯�0.54 ��紊��2.2 �"縒�- 
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図3-32　振り子ウイ-ビングを用いた試験体(A)の断面マクロ試験結果(開先角度30度)
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図3-33　振り子ウイ-ビングを用いた試験体(A)の断面マクロ試験結果(開先角度25度)
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図3-34　振り子ウイ-ビングを用いた試験体(A)の断面マクロ試験結果(開先角度20度)
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図3-35　振り子ウイ-ビングを用いた試験体(B)の断面マクロ試験結果(開先角度30度)
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図3-36　振り子ウイ-ビングを用いた試験体(B)の断面マクロ試験結果(開先角度25度)
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図3-37　振り子ウイ-ビングを用いた試験体(B)の断面マクロ試験結果(開先角度20度)

(1)　ウイ-ビング方法の違いによる影響

先に行った平行ウイ-ビングでの実験結果と並べたものを表3-9に示す｡この表からウ

イ-ビング方法を変更した結果､高温割れの発生状況は改善された様子が伺える｡しかし

ながら､図3-38に示したように､これら3種のデータの開先角度毎ののど厚と溶接電流に

対する高温割れ発生状況からは､振り子ウイ-ビングの適用により開先角度30度および

25度ののど厚4mm/280Aにおいては改善が見られるが､先の実験から溶込み深さを確保す

る上で効果的と思われる溶接電流310Aでは依然として割れが発生しており､効果的な改善

とは言えない結果となったoまた､図3-39に開先角度と溶接速度に対する割れ発生状況を

示すが､こちらからも振り子ウイ-ビングの適用に対する割れ防止の明確な効果はなかっ
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たo　図3-40は開先角度に対する溶込み形状係数(H/W)と割れ発生の関係を示したものであ

るが､ウイ-ビング方法の違いによる溶込み形状の差は確認できなかった｡図3-41は開先

角度毎の溶接電流に対する深さ方向の溶込みと割れ発生状況を示したものであるが､溶込

み深さについても､ウイ-ビング方法による違いは見られない｡

ただし､高温割れ発生については若干の改善方向であり､溶込み深さにも劣化した点は

見られず､ノズルの干渉回避を目的として振り子ウイ-ビングを適用することに支障がな

いことが確認できた｡

(2)　継手の拘束度の違いによる影響

拘束度を緩和した試験体(B)については､図3-38から明確にその違いが見られ､開先角

度30度だけでなく開先角度25度についてもすべての条件で割れは発生しなかった｡しか

し､開先角度20度については､拘束度の強い試験体(A)と比べて310Aで改善がみられる一

方でより有利と思われる　280Aでは新たに割れが発生するなど不安定な状況でとなってお

り､試験体(B)においては20度と25度以上の間でその境界があるものと推測する0

図3-42は試験体(B)における入熱量､開先の収縮量と割れ発生の関係を示したものであ

るが､このように割れが発生しない状況においても､図3-16に示した試験体(A)での開先

収縮量と試験体(B)でのそれにほとんど違いが見られない｡これは立板側のかさ折れが生じ

やすい試験体(B)ではその変形により力が緩和され､それに対して拘束度の強い試験体(A)

では変形せず溶接ピードに応力が働き､割れ発生に繋がっているものと推測する｡

この現象を推測するに当たり､ 2種の試験体の相対的な拘束度の違いについて､ 3次元

CAD (SolidWorks Office Premium 2008 SP4.0)の解析ツール(COSMOSWorks 2008 SP4.0)を用いて比較し

た｡解析は試験体中央の断面において溶接による生じる収縮力が同じと仮定し､仮に溶接

時に発生する収縮力を図3-43のようにピード側面方向に加わる圧縮力とし､開先底部の先

端を固定して静的荷重をかけた場合のピード中央部分に生じる応力を相対的に比較した｡

加える圧縮力は軟鋼溶接継手の許容応力37)を目安として117N/mm2(今回用いた試験体にお

いて88.2kNに相当)とした｡材料特性は､標準ライブラリから炭素鋼(普通) /線形等方

性弾性タイプを用いた｡また､解析は図3-44に示すように試験体(A)および試験体(B)に加

えて角形鋼管とダイアフラム接合部の直線部およびコ-ナ部の溶接を想定した継手につい

ても合わせて比較検討を行った｡

この結果得られた各試験体のPl点およびP2点の応力と拘束度を高めた試験体(A)に対す

る応力比を表3-10に示す｡拘束度を高めた試験体(A)に対し､拘束度を緩和した試験体(B)

では応力が分散しており割れが発生しやすいピード中央部分に生じる応力はピード表面で

97%､ピード断面中央で92%に緩和されており､実験結果に対応する結果が得られた｡一方､

拘束部材の無い角形鋼管と通しダイアフラム接合部の溶接においては､今回用いた試験体
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よりさらに小さく､試験体(A)に対して直線部はピード表面で87%､ピード断面中央で82%､

コ-ナ部は表面で68%､ピード断面中央で66%と大幅に小さくなる結果が得られた｡このこ

とから､建築鉄骨の溶接の中でもロボット溶接が最も多く適用されている角形鋼管と通し

ダイアフラム接合部の溶接は､耐割れ性能の点において優位な継手と推測できる｡

表3-9　ウイ-ビング方法および試験体形状の異なる実験結果の比較

試廉 条件 兌ﾘﾗ84X42ﾘ7(984�ﾕ9�仄ﾖﾆﾂ����劔�X.育�4X42ﾘ7(984�ﾕ9�仄ﾒ�劔�X.育�4X42ﾘ7(984�ﾕ9�偃2�
l◆ 

収縮I �-�ﾙ�-ﾒ�落込み 俘(孑�収縮王 凅鞁�-ﾒ�薄込み 俘(孑�収縮I 僮hﾙ�-ﾒ�清込み 俘(孑�

No. 中ﾖﾒ��形状 ��ｸ+2�割れ 中ﾖﾒ��形状 ��ｸ+2�割れ 中ﾖﾒ��形状 ��ｸ+2�割れ 

保敢 (H/W) 中B���ﾆﾒ��有無 剏W数 (H′W) 中B���ﾒ��有無 剏W数 (H′W) 中B��FﾖﾅFﾂ��有無 

1 ������1.0 �2���- ���#��1.1 ��縒�- ����b�0.9 ��縒�- 

2 ���#��1.0 ��紕�あり ���#��1.2 �2���- ������1.0 �"�"�- 

3 ���#��1.0 �"繧�あり ������1.1 �"纈�あり ���#"�1.1 �"絣�- 

4 ������1.2 ��綯�- ���3��1.3 �"�2�- ��紊��1.2 ���"�- 

5 ������1.2 �"紕�- ���32�1.3 �"纈�- ���3��1.3 �"���- 

6 ���32�1.1 �2絣�- ��ﾃ3"�1.4 釘�2�- ���3r�1.5 �"ﾃb�- 

7 ��ﾃ�b�1.3 ��紕�- ��緜��1.3 �����- ��緜��1.2 �����- 

8 ������1.3 �"�2�- ��經R�1.2 �����- ��紊��1.3 ��纈�- 

9 ����b�1.5 �2縒�- ��經"�1.4 �2���- ��經��1.4 �2�"�- 

10 ���3��0.9 ��繧�あり ������1.1 ��紕�- ���#��1.0 ��縒�- 

ll ���#��1.0 �"絣�あり ������1.0 �"縒�- ��ﾃ#��1.1 ��縒�- 

12 ���32�1.0 �2���あり ���#��1.1 �"綯�あり ���#2�1.0 ��繧�- 

13 ���3"�1.1 ���2�- ���32�1.3 ��纈�- ��紊��1.2 ��繧�- 

14 ���3R�1.0 �"綯�- ���3B�1.2 �"ﾃ��- ���3b�1,3 �"���- 

15 ��紊2�1.2 �"繧�あり ���#r�1.4 �2���あり ���3R�1.3 �"紕�- 

16 ��經2�1.4 蔦����- ��紊R�1.4 ��絣�- ��經��1.3 ���2�- 

17 ��紊b�1.3 ��綯�- ��ﾃC2�1.3 ���2�- ��經��1.4 ��絣�- 

18 ���#��1.4 �"�2�- ��紊B�1.4 �"�"�- ��紊��1.6 ���"�- 

19 ���3R�1.0 �"���あり ����r�1.0 ��縒�あり ���#B�1,0 ��繧�- 

20 ��經��1.0 �"綯�あり ������1.0 �"繧�- ���#��1.0 ���"�あり 

21 ��經B�1.0 �"紕�あり ����b�1.0 ��縒�あり ������1.1 �����- 

22 ��紊b�1.2 �"���- ���#R�1,3 ��縒�- ���3B�1.2 �����- 

23 ���3��1.2 �"���- ��紊"�1.2 ��縒�- ���3r�1.4 �"���あり 

24 ���#��1.2 �2�"�あり ���3��1.4 �"�2�あり ��紊��1.3 �2���- 

25 ��經��1.3 ��縒�- ��經"�1.2 ��絣�- ��經"�1.3 �����- 

26 ��紊r�1.3 ���"�- ��紊��1.3 ��綯�- ��紊��1.4 ��繧�- 

27 ��經��1.4 �"絣�- ��紊��1.5 �"ﾃB�あり ��經B�1.5 �"縒�- 

56



?300

tI弓

rコ

悲
供250

nU 0 0IU　　　　　　　　　5　　　　　　　　　0

322CV)1g=q肘放供

照　rJ抜き　　　判れなし

傘りつぶL r,別れあり

●　●　CI L) L-　L C) [二一　二

● ._ ･二･　　　　･:･ ･_　._　　　　　　　r

Ci　亡.こ!　　　　　こ1日〔ノ　　　　　IC=ー　E

I L三品
平行ウィ-ビング/拘束杜

牡り子ウィービング/拘束現

イービング/拘束強

4　　　　　　　　　7

のどJT(mm)

(a)開先角度30度

●　■ [コ　　　　　　■　■　⊂〕　　　　　⊂〕 ⊂　ニ

A　ロ　ロ　　　　　　Cl　こ1 L　　　　　　二F　コ　FL

lrロ　ロ　　　　　　L] Cr rJ lコ　⊂　こ-

4　　　　　　　　　7

のどLt(rnm)

(b)開先角度25度

10

▲　▲ ～_　　　　　　▲　▲　_　　　　　　　　▲

▲　二　▲　　　　　　'　二　▲

▲　▲ /　　　　　､. .　L　　　　　　　_　_ ._

4　　　　　　　　　7

のどJT(mm)

(C)開先角度20度

図3-38　各開先角度におけるのど厚と溶接速度に対する高温割れ発生状況

57



(u!LuJLuO)世類埜快

20　　　　　　　25　　　　　　　30

開先角度(dog)

図3-39　開先角度と溶接速度およびのど厚に対する割れ発生状況

LILl｢一l

(NVH)#世事染毛娘便

6

20　　　　　　　25　　　　　　　30

開先角度(dog)

図3-40　開先角度に対する溶込み形状係数(H/W)と割れ発生状況
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<有線部>　　　　　<コ-ナ部>

試検体(A)　　　　　　　討験体･:B)　　　　　　角形鋼管と遺しダイアプラム接合部

図3-44　解析対象の試験体(断面)

表3-10　溶接部断面に生じる応力の相対比較結果

試験体A 倩靈��ﾄ"�

直線部 

応力q �驂ﾓ�ﾒ�試験体A �驂ﾗ��試験体A �驂ﾘﾌ2�

(N/mm2) 嫡鬻ﾖﾓ"��との比 嫡鬻ﾖﾓ"��との比 嫡鬻ﾖﾓ"��

P1点 塔偵2�86.4 涛rR�77.6 塔rR�60.3 田３�

P2点 田b繧�61.8 涛"R�55.0 塔"R�44.4 田bR�

(3)　溶込み深さについて

図3-45は､溶接電流に対する溶込み深さと割れ発生の状況について､試験体の拘束度

とウイ-ビング方法を変えて行なった3種の実験結果を並べて表示したものであるが､こ

の図から､先にも記したように各実験とも溶込み深さは同じ傾向が見られ､溶接電流に比

例して溶込みは深くなり､拘束度が強いと高電流ほど割れが発生しやすいことが分かる｡

また､図3-46は､溶接速度に対する溶込み深さと割れ発生の状況について､ 3種の実

験結果すべてをプロットしたものであるが､この図から溶接速度40cm/min程度までは速度

に比例して溶込みも深くなるが､それより速い領域では頭打ちになっている｡これはこの

開先形状において､低速域ではアーク点に対して溶融プールが先行していたものが､溶接

速度40cm/min付近からアークが直接母材に当たり､比較的安定した溶込みが得られている

ものと思われる｡ただし､溶接速度が速くなりすぎると割れが発生しやすくなっている｡

図　3-47　はのど厚に対する溶込み深さと割れ発生の状況を記したものであるが､のど厚
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が大きいと溶込みはばらつきやすく､逆にのど厚が小さいと割れが増加しており､溶接電

流と溶接速度の適切な組合せが必要であることが分かる｡図3-48は図3-47を実験別にし､

さらに溶接電流毎に識別したものである｡のど厚は溶接電流と溶接速度の組合せで決まる

が､この図から310Aにおいては比較的溶込みは深く､中でものど厚7mmが最も安定して溶

込んでいる様子が伺える｡
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図3-45　3種の実験の溶接電流に対する溶込み深さ(d)と割れ発生状況
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図3-46　3種の実験の溶接速度に対する溶込み深さ(d)と割れ発生状況
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図3-48　各実験における溶接電流毎ののど厚に対する溶込み深さ(d)と割れ発生状況
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3. 3. 4　　　振り子ウイ-ビングと拘束度の異なる試験体を用いた実験結果のまとめ

(1)ノズルと開先の干渉回避を目的として振り子状のウイ-ビングが適用可能､かつ､

有効であることが分かった｡しかし､振り子状に運棒するウイ-ビングを適用した

場合､高温割れの発生は若干減少するが､適正な条件範囲を拡大できるほどの改善

は見られなかった｡

(2)拘束度を緩和した試験体では､開先角度25度においても高温割れが発生すること

なく溶接が行えることが分かり､開先の収縮および変形を期待できる継手において

は､狭開先溶接における施工条件範囲を拡大できることが分かった｡また､反面､

同じ建築鉄骨の溶接においても､継手の種類によっては､狭開先溶接における施工

条件範囲を変える必要があるものと思われる｡

(3)拘束度を緩和した試験体と比べ､角形鋼管と通しダイアフラム接合部のそれはさら

に小さいことが予想されるため､狭開先溶接条件範囲の選定において､有利である

と推測される｡

(4)ルートギャップ4mmの試験体での今回の実験パラメータの組合せにおいては､溶接

電流310A/のど厚7mmで､比較的溶込み深さは安定して深くなった｡｡
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3. 4　　ルートギャップが広い場合の初層溶接条件

3. 4. 1　　本実験の概要と実験方法

ロボット溶接において連続的なルートギャップの変化に追従させるためには､溶接線の

途中で積層パターンを変えることが困難なため､溶接線全線を同じ積層パターンおよびパ

ス数で溶接する必要がある｡よって､ルートギャップが広い場合でも､積層パターンおよ

びパス数を変えず溶接するためには､溶接速度を遅くすることになる｡先の実験からルー

トギャップが広がった場合には､入熱量が高くなることから高温割れに対しては有利にな

ると推測される｡しかし､溶込み深さについては溶接金属量が多くなるために溶融プール

がアーク点より先行しやすくなるという点が懸念される｡よって､ルートギャップ4mmでの

結果を踏まえ､最大ルートギャップにおけるの初層溶接条件について確認実験を行った｡

実験パラメータとしては､ 3. 2節での溶接パラメータの組合せに対し､ルートギャッ

プ4mmでの結果から溶込み深さが浅くなってしまう溶接電流250Aを除き､開先角度30度

/25度/20度の3種に対し､のど厚は4mm/7mm/10mmの3種､溶接電流は280A/310Aの2種

とし､計18種の組合せを各1体ずつとした｡なお､溶接速度については､ワイヤ送給速度

に応じて各のど厚を満足するようルートギャップ4mmに対して遅い値とした｡

ルートギャップは最小ルートギャップの選択同様､第2章で調査結果における上限値付

近に相当し､かつ､社団法人日本ロボット工業会が定める建築鉄骨溶接ロボット型式認証

の上限値でもある10mmとした｡また､試験体には､厳しい条件と考える拘束度の大きい試

験体(A)を用いた｡なお､供試鋼材および実験装置は先の実験と同じものを使用した｡
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3. 4. 2　　　実験結果と考察

各試験条件に対する実験結果の一覧を表3-11､断面マクロ写真を図3-49-図3-51に示す｡

表3-11ルートギャップ10mmにおける初層溶接結果

試験体 丶ｩ�b�のど犀 くmm) 况��｢�アーク 况��｢�入熟 假ｸ�ﾅﾂ�溶け込み 凅鞁�-ﾒ�落込み 乖H.ｨ,ﾂ�tﾉk2�
角度 剴d流 �6H�2�速度 劍ﾆ��8ﾅy�B�深さ(ら) ��ｸ+2���

No. 中H茁r��嫡���(V) 中6ﾒ�問��(kJ/cm) 中ﾖﾒ��(H/W) 中ﾖﾒ��(mm) 

CTO2 �3��4 �#���32.0 �#偵"�18.4 ���#��0.61 ���2�2.6 �,�+R�

CTO3 剴3���34.1 �32綯�18.9 ���32�0.59 ��纈�2.7 �,�+R�

CTO5 �7 �#���32.0 ��R絣�34.7 ��經B�0.71 �"���2.9 �,�+R�

CTO6 剴3���34.1 ��r繧�35.6 ��經r�0.78 �"絣�4,0 �,�+R�

CTO8 �10 �#���32.0 ������53.2 ��縱��0.89 �"�"�2.7 �,�+R�

CTO9 剴3���34.1 免ﾂ綯�54.7 ��縱��0.92 �"繧�3.9 �,�+R�

CTll �#R�4 �#���32.0 �#偵��18.0 ���32�0.55 ��纈�3.1 �,�+R�

CT12 剴3���34.1 �3B�2�18.5 ���3��0.53 ��縒�2.8 �,�+R�

CT14 �7 �#���32.0 ��b���33.6 ��紊B�0.71 ��纈�2,7 �,�+R�

CT15 剴3���34.1 ��ゅB�34.5 ��經B�0.84 �"絣�3.7 �,�+R�

CT17 �10 �#���32.0 ���綯�50.7 ��緜2�0.89 ��纈�2.5 �,�+R�

CT18 剴3���34.1 ��"���52.4 ��縱r�0.90 �"絣�3.0 �,�+R�

CT20 �#��4 �#���32.0 �3�紕�17.7 ��紊��0.60 ��紕�2.3 �,�+R�

CT21 剴3���34.1 �3R���18.1 ���3��0.57 �����2.2 �,�+R�

CT23 �7 �#���32.0 ��b絣�32.6 ��經��0.72 �"�"�3.1 �,�+R�

CT24 剴3���34.1 ��偵��33.4 ��紊��0.73 �"綯�3.8 �,�+R�

CT26 �10 �#���32.0 免ﾂ���48.9 ��緜b�0.80 ��縒�1.5 �,�+R�

CT27 剴3���34.1 ��"縒�49.9 ��緜R�0.86 �"綯�3.2 �,�+R�
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図3-51ルートギャップ10mmの断面マクロ試験結果(開先角度20度)
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(1)　高温割れについて

ルートギャップ10mmにおいては､ルートギャップ4mmでの結果から推測した通り､高温

割れは一切発生しなかった｡図3-52は､入熱量に対する溶込み形状係数(H/W)を示したもの

である｡入熱量に比例してH/Wが増加する傾向は見られるが､最大入熱量においてもH/Wは

1.0以下と十分に小さい｡また､図3-53は開先角度に対する溶込み形状係数(H/W)を示した

ものであるが､ルートギャップが広くなると､開先角度の影響が無くなり､ 3種の開先角

度においてほぼ同等の値になった｡

図3-54はルートギャップ10mmとルートギャップ4mmにおける入熱量に対する収縮量の関

係を合わせてプロットしたものであるが､ルートギャップが広くなると入熱量も大きくな

り､収縮量も比例して大きくなっていることが分かり､高温割れが生じない十分な収縮が

生じているものと思われる｡この図でルートギャップ4mmの方が収縮量が大きくなっている

が､これは同じ入熱量においては狭いルートギャップの方がのど厚が大きくなることによ

り収縮力が大きくなったためと考える｡また､図3-55はルートギャップ4mmにおける初層溶

接後のピード表面に相当する開先幅とルートギャップ10mmにおけるそれを示したものであ

るが､この図からもルートギャップ10mmでのピード表面の開先幅は､高温割れの発生しや

すいルートギャップ4mmと比べて十分に広いことが分かる｡

これら結果から､ルートギャップが広くなるケースについては､高温割れに対して安全

サイドと考えてもよいことが､実験からも確認できた｡
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図3-52　ルートギャップ10mmにおける入熱量に対する溶込み形状係敬(H/W)
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図3-53　ルートギャップ10mmにおける開先角度に対する溶込み形状係数(H/W)
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図3-54　人熱量に対する収縮量のルートギャップ4mmと10mmの比較
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図3-55　ルートギャップ4mmと10mmの各開先角度ののど厚に対する初層ピード幅

(2)　溶込み深さについて

図3-56は開先角度に対する深さ方向の溶込みの関係をのど厚/溶接電流別に示したも

ので､図3-57は開先角度毎の溶接電流に対する深さ方向の溶込みの関係をのど厚別示した

ものである｡開先角度20度については条件の組合せによりばらつきが大きいが､開先角度

25度以上では2.5mm以上の十分な溶込みが得られた｡また､ルートギャップ4mmでの結果同

様､いずれの開先角度についても音容接電流が高いほど溶込みが深くなる傾向が見られる｡

音容接速度についてみると､ルートギャップ4mmでは溶接速度が溶込み深さに強く影響し

ていたが､ルートギャップ10mmでは図3-58のように開先角度20度の1条件を除き､溶接速

度の違いによる溶込み深さの差はあまり見られず､必ずしも高速が有利という結果にはな

っていない｡これは､ルートギャップ4mmの場合には溶融プールよりアークの位置が先行し

やすく､裏当金に直接アークが当たるため､溶込みが安定していたのに対し､ルートギャ

ップ10mmでは溶融プールが先行し易くなっている状況において､入力エネルギーが大きく

なることで溶込みが得られているものと考える｡したがって､ルートギャップ10mmではル

ートギャップ4mmと比べ､溶接速度に対する挙動が鈍感となり､溶込み深さも安定して得ら

れたものと推測する｡ただし､開先角度20度/のど厚10mm/溶接電流280Aについては､低

めの溶接電流に対して溶接速度が遅いために過度に溶融プールが先行したのではないかと

考える｡

図3-59および図3-60は､それぞれのど厚および入熱量に対する溶込み深さを示したもの

73



であるが､のど厚の違いでは､いずれの開先角度においてものど厚7mmの条件は､安定した

溶込みが得られており､溶接電流310A/のど厚7mmの組合せが最も良い結果が得られた｡こ

の結果から開先形状と溶着金属量のバランスが適切な組合せがのど厚7mm程度と思われ､そ

の中で電流値が高い方が深い溶込みが得られることが分かる｡また､ルートギャップ4mm

では溶込み深さのばらつきが大きかったのど厚が高く､入熱量の大きい条件においても､

ルートギャップ10mmでは比較的深い溶込みが得られており､溶込みの観点においてもルー

トギャップ10mmの方が有利な結果となっている｡
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図3-56　開先角度に対する溶込み深さ(d)
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図3-57　開先角度毎の溶接電流に対する溶込み深さ(d)

321

(LuuJ)(P)仙枝毛規模

00

0　　　　00　　　　0

0.0　　　　　1 0.0　　　　　20.0　　　　　30.0　　　　　40.0

溶接速度(cm/¶in)

図3-58　ルートギャップ10mmにおける溶接速度に対する溶込み深さ(d)
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図3-59　ルートギャップ10mmにおけるのど厚に対する溶込み深さ(d)
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図3-60　ルートギャップ10mmにおける入熱量に対する溶込み深さ(d)
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3. 4. 3　　　ルートギャップが広い試験体を用いた実験結果のまとめ

(1)　ルートギャップ10mmにおいては､高温割れは一切発生しなかった｡

(2)　開先角度25度以上では2.5mm以上の十分な溶込みが得られた｡ルートギャップ4mm

での結果同様､いずれの開先角度についても溶接電流が高いほど溶込みが深くな

った｡

(3)　ルートギャップ4mmでは溶接速度が溶込み深さに強く影響していたが､ルートギャ

ップ10mmでは溶接速度の違いによる溶込み深さの差は比較的小さい｡また､ルー

トギャップ10mmでは､開先角度によらず､のど厚7mmの条件で､かつ電流値が高い

方が深い溶込みが得られた｡

(4)　以上のことから､ルートギャップ4mmで適用可能な条件は､ルートギャップ10mmで

の溶接条件範囲を包含しているものと考える｡また､この結果からルートギャッ

プ下限値を広げると､溶接条件範囲も広げることができると推測できる｡
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3. 5　　本章のまとめ

建築鉄骨で多く用いられている裏当て金方式のレ形開先の溶接において､ロボット溶接

を前提とした狭開先化のための初層溶接条件に関する試験体での実験から得られた結果は

以下の通りである｡

(1)ルートギャップ4mmの試験体における高温割れ発生は開先の収縮と密接な関係があ

り､このような開先の収縮や変形を期待できる継手においては､入熱量が大きい方

が､開先の収縮が促され､割れが発生を抑制できることが分かった｡一方で､一般

に割れ発生の判断基準として､溶込み形状係数(H/W)がよく用いられるが､同試

験体では開先断面の収縮により､ H/Wでは評価することできないことが分かった｡

(2)狭陰部での溶接を行うにあたり､ノズルと開先の干渉回避を目的として､振り子状

に運棒するウイ-ビングを適用し､溶接に悪影響を及ぼすことなく適用可能である

ことが確認できた｡

(3)ルートギャップ4mmの試験体においては､拘束度を変えても溶接による開先の収縮

量に大きな差は見られないが､拘束度が高いほど高温割れが発生しやすく､溶接速

度が速いほど割れが発生しやすい｡また､拘束度の強い試験体と拘束度を緩和した

試験体では､開先角度によってその限界速度に違いがあり､前者は開先角度30度

と25度以下の間､後者は開先角度25度以上と20度以下の間で大きな違いがある

ことが分かった｡さらに､解析結果から角形鋼管と通しダイアフラム接合部の拘束

度はさらに弱いことが予想されるため､狭開先溶接条件範囲の選定において､有利

であると思われる｡

(4)溶込み深さの確保には､高めの溶接電流と溶接速度を遠くした組合せが有利である

が､高温割れ防止の観点では低めの溶接電流と溶接速度を遅くし､かつ入熱量が大

きい組合せが有利な結果が得られることが分かり､適切な溶接のためには相反する

条件範囲の両面を満足する条件範囲の選定が必要であることが分かった｡

(5)ルートギャップによる違いとして､溶込み深さの確保､高温割れ防止の観点ともル

ートギャップ広い方が有利であることが分かった｡
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(6)これら結果から､建築鉄骨で多く用いられている裏当て金方式のレ形開先の溶接に

おける適正条件範囲は､表3-12の通りである(高温割れが発生することなく､深

さ方向の溶込みが2mm以上得られたもの) ｡その中でも､のど厚7mm程度で溶接電

流310A程度を用いることのできる組合せが最も適当と考える｡ただし､開先角度

20度については､拘束度に関係なく割れが発生しやすく､今回の実験条件の範噂に

おいて適当な範囲は狭いと考える｡

表3-12　実験結果から得られた適正条件範囲

(a)拘束度の強い継手

開先角度 
30度 剴#Y7���20度 

溶接電洗 �,ﾈ,xﾝ"�凾ﾌど犀 劍,ﾈ,xﾝ"�

4mm 砺ﾖﾒ�10mm 擢ﾖﾒ�7mm ���ﾖﾒ�4mm 砺ﾖﾒ�10mm 

250A ��ｲ�× ����× ����× ����○ ����

280A ����○ ��ｲ�× ��ｲ�× ����○ ����

310A ����○ ��ｲ�× ����○ ����× ��ｲ�

(b)拘束度の弱い継手

開先角度 
30度 剴#Y7���20度 

溶接電流 �,ﾈ,xﾝ"�凾ﾌど犀 劍,ﾈ,xﾝ"�

4mm 砺ﾖﾒ�10mm 擢ﾖﾒ�7mm ���ﾖﾒ�4mm 砺ﾖﾒ�10mm 

250A ����× ����× ����× ����× ����

280A ��ｲ�○ ����× ��ｲ�× ����× ����

310A ��ｲ�○ ��ｲ�× ��ｲ�× ����○ ��ｲ�

※-は最も適当と思われる組合せを示す｡
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