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加熱・冷却された構造用鋼溶接部の材料特性に関する基礎的研究
Material Properties of Welded Part of Structural Steel Subjected to Heating and Cooling
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ABSTRACT In order to investigate the effect of heating and cooling process on the material
properties of welded part of structural steel (SM490YA), a series of experiments was carried out.
The heating under A1 transformation point (600℃) did not affect the material properties of weld
metal, HAZ and base metal regardless of cooling process. The heating over A3 transformation
point (900℃) and the water cooling from it caused the hardening and the reduction of Charpy
absorbed energy. The degree of them was larger in the base metal rather than in the weld metal
because it depended on the amount of carbon.
Keywords: 鋼橋，火災，構造用鋼，溶接部，材料特性
Steel bridge, fire, structural steel, welded part, material properties
される SM490 材およびその溶接継手を対象に一連
の基礎的実験を実施した。溶接金属，HAZ および母
材の各部位に対し，加熱温度や冷却方法の違いが金
属組織，硬さおよびシャルピー衝撃特性に及ぼす影
響について検討した結果を報告する。

１．緒言
車両事故等を原因とした鋼橋の火災被害が報告さ
れている。桁下で発生した火災により下フランジお
よびウェブが加熱され変形した事例や，対傾構が座
屈した事例等が多数挙げられている 1～6)。
火災を受けた鋼橋の健全性評価のため，受熱温度

２．供試鋼材および実験供試体
供試鋼材として，鋼橋に一般的に使用されている

推定や鋼材の機械的性質の変状調査などが実施され
ている。鋼材サンプルが比較的入手しやすい母材一

溶接構造用圧延鋼材 SM490YA を選定した。板厚は

般部や高力ボルトについては，火災後の調査事例が

12mm である。供試鋼材の化学組成および機械的性

幾つか報告されている。これに対し，構造が複雑で

質（ミルシート値）を表-1 に示す。

狭隘な部位にあり，サンプルの入手が困難な溶接部

供試鋼材に図-1 に示す 45°のレ形開先を設け，裏
当て金を取り付けて CO2 アーク溶接により 3 層 3 パ
スの溶接を実施した。溶接条件を表-2 に示す。溶接
金属は，母材と同強度レベルの軟鋼・490N/mm2 級高
張力鋼用（YGW11）7)を用いた。溶接金属の化学組
成および機械的性質（カタログ値）を表-1 に示す。
溶接線を中心として継手を 100mm×200mm に切
断し，後述の加熱・冷却実験に用いる供試体とした。

について，火災後の継手健全性を調査・評価した例
は少ない。製作時に熱履歴を受けた溶接部は，火災
による受熱および消火作業時の急冷の影響を受け機
械的性質や靱性が大きく変化する可能性があり，母
材部やボルト以上の配慮が必要と考える。
本研究では，鋼橋の火災および消火を想定した加
熱・冷却履歴が構造用鋼溶接部の材料特性に及ぼす
影響を明らかにするため，鋼橋に一般的に多く使用
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表-1 供試鋼材および溶接金属の化学組成および機械的性質
化学組成 (Mass %)
C
Si
Mn
P
S
母材 SM490YA
0.16
0.31
1.44
0.023
0.003
溶接金属 YGW11
0.08
0.51
1.10
0.010
0.010
機械的性質
降伏応力
引張強さ
伸び
(MPa)
(MPa)
(%)
母材 SM490YA
430
568
24
溶接金属 YGW11
490
570
28

パス
1
2
3

表-2 溶接条件（CO2 アーク溶接）
電流
電圧
速度
入熱量
(J/mm)
(A)
(V)
(mm/sec)
3.67
2747
4.67
2158
280
36
4.67
2158

供試体

45°

Unit: mm

温度測定用鋼板
（孔に熱電対を挿入）

3
2

12

1

図-2 加熱状況（900℃）
6

冷却方法
加熱温度
(℃)
空冷
水冷
900
600
冷却速度（800―500℃）
0.55℃/sec
35.2℃/sec

裏当て金
(a) 開先形状および積層

水冷

空冷

(b) 断面マクロ写真
（溶接のまま）
図-3 温度測定結果

図-1 開先形状，積層および断面マクロ写真

火災状況を想定した数値シミュレーション

３．加熱・冷却実験
３．１ 実験方法
鋼橋の各種火災事例

9,10)

では，

鋼部材の受熱温度が 1000℃以上に達する結果も報告
1～6)

において推定された鋼部

されている。さらに，道路橋示方書におけるガス炎

材の受熱温度の上限として報告が多かった 600℃を

による線状加熱の上限温度（900℃）11)を考慮して，

本実験における加熱温度のひとつとした。一方，タ

900℃を本実験における加熱温度として採用した。

ンクローリー事故に起因する火災 1)においては最高

一般に，鉄鋼材料の熱処理においては加熱速度が

温度が 1200℃に達したことが報告されている。建築

組織生成に及ぼす影響は小さく，冷却速度が組織生

鋼構造物の耐火設計指針

8)

成に支配的な影響を及ぼす 12)。このため本実験では，

では鋼材の温度が約

900℃に達する場合も想定されている。また，種々の

加熱速度を考慮せず，一様な加熱を行うことを目的
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に，電気炉を用いて供試体を 600℃および 900℃まで

材はフェライトおよび層状パーライト組織，HAZ は

加熱し約 1 時間保持した。電気炉により供試体を

粒状パーライト組織であり，溶接金属はデンドライ

900℃まで加熱した状況を図-2 に示す。

ト状の組織状態となっていた。
一方，加熱温度が 900℃で空冷の場合は，母材と

加熱後，空冷および水冷により供試体を冷却した。
空冷の場合，加熱した供試体を炉から取り出し空気

HAZ の組織が均一化していた。これは，上述のマク

中に放置した。水冷の場合，加熱した供試体を炉か

ロ写真において母材と HAZ の境界が不明瞭になっ

ら取り出した直後に，常温の水約 10ℓ を満たした容

たことと整合している。溶接金属の組織は溶接のま

器に浸漬した。

まや 600℃加熱の場合に比べ，やや細粒化している

なお，供試体と同一寸法（100mm×200mm×
12mm）の鋼板を冷却中の温度測定のために用いた。
この鋼板には側面の板厚中心から鋼板の中央まで穿
孔してあり，この孔にシース熱電対を挿入すること
で加熱温度を確認した。また，この鋼板を供試体と
同様に冷却することで，空冷および水冷過程におけ
る温度変化を測定した。
３．２ 冷却過程の温度測定結果

ように見受けられる。
加熱温度が 900℃で水冷の場合は，全ての部位の
組織が大きく変化した。供試鋼材（SM490YA）およ
び溶接金属（YGW11）の炭素量（SM490YA：0.16%，
YGW11：0.08%）と冷却速度（35.2℃/sec）から，マ
ルテンサイト組織が生成されたと考えられる 14)。
４．３ ビッカース硬さ試験
供試体の板厚方向中央部に対して，ビッカース硬

空冷および水冷過程における温度測定結果を図-3

さ試験を実施した結果を図-4 に示す。

に示す。A1～A3 変態点（約 727℃～約 911℃）の温

加熱温度が 600℃の場合，空冷，水冷のいずれに

度から冷却する場合，800℃から 500℃までの冷却速

おいても HAZ の硬さが溶接のままに比べ約 20HV 上

度が鋼の組織生成に大きく影響を及ぼす 13)。本実験

昇した。母材および溶接金属は，溶接のままと硬さ

では，900℃の加熱から冷却した場合，800℃から

がほぼ同じであった。

500℃の間の冷却速度は水冷では 35.2℃/sec，空冷で

加熱温度 900℃から空冷した場合，焼ならしの効

は 0.55℃/sec であった。

果により母材，HAZ および溶接金属の硬さが均一化

４．加熱・冷却後における材料特性評価実験
上述の加熱・冷却実験に用いた供試体に対し，断面
マクロ写真観察および金属組織観察を実施した。また，
加熱・冷却実験に用いた供試体から試験片を採取し，
母材，HAZ および溶接金属の各部位に対してビッカ
ース硬さ試験および V ノッチシャルピー衝撃試験（試
験温度 0℃）を実施した。
４．１ 断面マクロ写真の観察結果
断面マクロ写真の観察結果を表-3 に示す。
600℃に加熱した場合は，空冷および水冷のいずれに

するとともに，溶接のままに比べ約 10HV 軟化した。
加熱温度 900℃から水冷した場合，焼入れの効果
により各部位の硬さが大きく上昇した。母材および
HAZ の硬さは平均約 403HV であり，母材では 500HV
に達する領域も存在した。一方，溶接金属も硬化し
たものの，硬さは約 245HV であった。
４．４ シャルピー衝撃試験
シャルピー衝撃試験結果を図-5 に示す。なお，各
部位に対し 3 体ずつ試験を実施し，図中には試験結
果の平均値および標準偏差を記している。

おいても，溶接のまま（図-1(b)）と同様に HAZ が明

まず，溶接のままの各部位の吸収エネルギーに注

確に観察できた。一方，900℃に加熱した場合は，空

目すると，母材の吸収エネルギーが約 150J であるの

冷および水冷のいずれにおいても HAZ が明確に観

に対し，HAZ の吸収エネルギーは約 220J であり，

察できなかった。

約 70J 高くなっている。これは，3 層 3 パスの溶接に

４．２ 金属組織の観察結果

よるテンパービードの効果 15)と推察される。一方，
溶接金属の吸収エネルギーは約 105J であった。

光学顕微鏡（倍率 400 倍）で観察した各部位の金

加熱温度が 600℃の場合，空冷，水冷のいずれも

属組織の写真を表-4 に示す。
加熱温度が 600℃の場合は，冷却方法によらず各

各部位の吸収エネルギーは溶接のままと比べて大き

部位の組織状態は溶接のままと変わらなかった。母

な変化はなかった。吸収エネルギーの変化量はばら
つきの範囲内と判断できる。
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表-3 断面マクロ写真観察結果
900℃加熱
600℃加熱
空冷
水冷
空冷
水冷

表-4 組織観察結果（400 倍）
部位

溶接まま

空冷

600℃加熱

水冷

空冷

900℃加熱

水冷

母材

HAZ

溶接
金属

6

空冷
水冷

x

加熱温度(℃)
600
900
溶接まま：

6

母材

試験力：1.961N

(a) 硬さの測定位置

HAZ

溶接金属

(b) 硬さ分布
図-4 ビッカース硬さ試験結果
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加熱温度 900℃から空冷した場合，溶接のままに

試験温度：0℃

比べて母材の吸収エネルギーの低下は確認できなか

M+S
M
M-S

った。HAZ では溶接のままに比べて吸収エネルギー
が約 40%低下した。ただしこれは，溶接のままでは

空冷
水冷

母材よりも高い値であった HAZ の吸収エネルギー

加熱温度(℃)
600
900
溶接まま：

（約 220J）が，加熱・冷却の影響により母材とほぼ
同じ吸収エネルギー（約 150J）に戻ったものと判断
できる。一方，溶接金属では，焼ならしの効果によ
り溶接のままに比べて吸収エネルギーが約 57%上昇

27J

した。
加熱温度 900℃から水冷した場合，全ての部位の
図-5 シャルピー衝撃試験結果

吸収エネルギーが大きく低下した。本研究で使用し

（試験温度：0℃）

たSM490YA 材は吸収エネルギーの規定値はないが，
母材およびHAZ では試験温度0℃における吸収エネ

得られた主な知見を以下に示す。

ルギーが約 27J になった。溶接金属の吸収エネルギ

(1) 溶接継手を 600℃に加熱した場合，冷却方法に

ーは約 62J であり，溶接のままと比べて吸収エネル

よらず，母材，HAZ および溶接金属の組織状態

ギーが約 40%低下した。

は溶接のままと変わらなかった。溶接のままと
５．考察
炭素含有量が 0.2%以下の普通炭素鋼においても，

比べ，HAZ の硬さが約 20HV 上昇したが，溶接

A1～A3 変態温度（727～911℃）の加熱から急冷され

わらなかった。また，試験温度 0℃における各

ると，低炭素マルテンサイトの生成により硬化し吸

部位のシャルピー吸収エネルギーも，溶接のま

16)

また，
炭素含有量が0.2%
収エネルギーが低下する 。

ま（母材：約 150J，HAZ：約 220J，溶接金属：

以下であっても，母材，HAZ および溶接金属の違い

約 105J）と比べて大きな変化はなかった。

に関係なく，炭素量が多く冷却速度が高いほど硬化

(2) 溶接継手を 900℃に加熱し空冷した場合，焼な

金属および母材の硬さは約 200Hv でほとんど変

や吸収エネルギーの低下の度合いが大きくなる 。

らしの効果により母材と HAZ の組織が均一化

熱履歴を受けることを想定して製作された溶接金

した。各部位の硬さも均一化し，溶接のままに

13)

属は，母材に比べ炭素量が少なく抑えられている。

比べ約 10HV 軟化した。また，溶接のままに比べ，

このため，同じ加熱・冷却履歴を受ける場合でも，

母材の吸収エネルギーはほとんど変化しなかっ

母材に比べ，溶接金属は加熱・冷却による性質の変

たが，溶接金属では溶接のままに比べて吸収エ

状が抑制される可能性を一連の実験結果は示唆して

ネルギーが約 57%上昇した。HAZ については，

いる。

溶接時のテンパービード効果により母材に比べ

高くなっていた吸収エネルギー（約 220J）が，
ところで，溶接部と母材部の違いに関係なく，化学
加熱・冷却の影響により母材とほぼ同じ吸収エ
成分分析，組織観察，硬さ試験およびシャルピー衝撃
試験は，比較的小さいサンプルを採取して実施できる。
ネルギー（約 150J）に戻った。
火災を受けた鋼構造物の健全性評価の観点から，これ
(3) 900℃に加熱した溶接継手を水冷した場合，
らの評価試験は構造物の各部位の受熱温度推定に有
800℃から 500℃の間の冷却速度は 35.2℃/sec で
効であると言える。
あった。焼入れの効果によりマルテンサイト組
織が生成し，溶接のままでは 200～220HV であっ

６．結言
鋼橋の火災および消火を想定した加熱・冷却履歴

た母材および HAZ の硬さが平均約 400HV まで

が構造用鋼（SM490YA）溶接部の材料特性に及ぼす

245HV であった。また，各部位の吸収エネルギ

上昇した。溶接金属も硬化したが，硬さは約

影響を明らかにするため，一連の実験を実施した。

ーが大きく低下し，母材および HAZ では試験温
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度 0℃における吸収エネルギーが約 27J になっ

5)

中山太士，松本健太郎，吉田雅彦，大都 亮，松
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溶接金属の吸収エネルギーは約62J であり，

井繁之：火災を受けた塗膜の特性および鋼材の
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