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溶融亜鉛めっき鉄筋の被覆アーク溶接性に及ぼす鉄筋配置の影響＊
村上和美**，前田直樹***，兼松秀行****，中田一博*****

Effect of Concrete Rebar Joint Arrangement on Weldability of Hot Dip Galvanizing Rebar by Shielded
Metal Arc Welding*

By MURAKAMI

Kazumi**, MAEDA Naoki***, KANEMATSU

Hideyuki**** and

NAKATA Kazuhiro*****

This paper deals with the welding properties of shielded metal arc welding for hot dip galvanizing rebar to discuss the applicability of hot
dip galvanizing steel to concrete rebar. The concrete rebar has many projection points to assure its adhesive property with concrete. The
influence of these projections at the flare groove joint arrangement on the weldability of shielded metal arc welding has been mainly
investigated. As a result, the optimum arrangement of projection points on flare groove joint which shows less cavity formation and high
joint shear strength has been made clear.
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は融解または蒸発現象を伴い，ガス状態となってブローホ
1.

緒

言

ールやピット等の欠陥の原因となることが懸念される．溶
融亜鉛めっき鋼板の溶接に際しては，亜鉛めっき層から発

これまで，コンクリートは社会基盤整備に重要な役割を
果たしてきた．しかしながら，近年，コンクリート構造物
の崩落がしばしば話題になっている．これにはいくつかの
原因が考えられるが，コンクリート中の鉄筋腐食はそのひ
1)

とつの大きな原因である ．鉄筋コンクリート用棒鋼の腐
食対策としては，これまでエポキシ樹脂塗装鉄筋が主に利
用されてきた．ところが，運搬時や施工時において,欠陥
が発生すると大きな問題になることが懸念されている．一
方，亜鉛めっきは，これまで高アルカリ性環境であるコン
クリート中では溶解して耐食性を示さないとされてきた
が，最近の研究では亜鉛とセメント成分との反応により生
成される化合物が，耐食性あるいはコンクリートとの付着
2-4)

特性を大きく向上させるとの報告がある

．ところで，

亜鉛は融点420℃，沸点906℃であることから溶接に際して
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生する亜鉛蒸気がブローホールやピットおよびスパッタ
5,6)

リングを生じさせることが知られている

．そこで，ピ

ットやブローホールの発生を抑制する溶接施工方法とし
て，溶接施工前に亜鉛めっき層を除去する方法が提案され
ている6).また，亜鉛をアークのクリーニング作用によって
7)

排除する ことやパルスMAG溶接ではスパッタやブローホ
8）

ールが低減される こと等の報告がある．さらに、部材の
プレス成形にからめた方法として，プレス成型時に重ねす
み肉継手のフランジ部に突起を同時に成型し，重ね部にル
ート間隔を設けて，溶融池前縁から発生する亜鉛蒸気を散
逸させやすくする方法が提案されている9).しかしながら，
鉄筋コンクリート用棒鋼（異形棒鋼）を被覆アーク溶接法
により溶接することに関する報告は皆無である．通常の亜
鉛めっき鋼板とは異なり，溶融亜鉛めっき鉄筋では，コン
クリートとの付着性を確保するために表面に突起が多く
設けてあるため，この突起の影響を無視することはできな
い．したがって，本研究では被覆アーク溶接法による溶融
亜鉛めっき鉄筋のフレアー継手に対して，ポロシティーの
発生や溶込み特性および継手強度に及ぼす鉄筋配置の影
響並びに溶接棒，溶接電流および運棒法の影響について検
討し，最適溶接条件の選定を行った．
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2.1

使用材料および実験方法

溶融亜鉛めっき鉄筋

129

大きな違いはなかったが，フラックスの化学成分は溶融亜
鉛めっき鋼板用の溶接棒の鉄成分が多いことがわかる．

試験片は鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G 3112 異形棒
鋼 SD295A D19およびD22：以下，通常鉄筋と呼ぶ）をそ

2.3

電流値および運棒法

れぞれ長さ1mに切断し，溶融亜鉛めっきを施した試料を

直流正極性による溶接を行い，電流値は110Aおよび130A

溶融亜鉛めっき鉄筋として用いた．なお，溶融亜鉛めっき

の２水準とした．運棒法はストレート運棒法，ウィービン

の厚さは実測で60～80µm，めっき付着量は550g/㎡であっ

グ運棒法の２種類とした．なお，通常鉄筋のフレアー溶接

た．Fig.1 に外観を示す．軸方向に垂直な突起を「ふし」

による鉄筋継手では3.2mm径溶接棒２パス（ストレート運

と，軸方向に平行な突起を「リブ」とそれぞれ呼ぶことに

棒法），4.0mm径溶接棒３パス（ウィービング運棒法）に
よる施工が多く見うけられるが，本研究ではいずれの溶接
条件でも溶接は４パスとした．なお，溶接速度は1パス目
が30cm/minとし，それ以降のパスは25cm/minとした.

2.4

鉄筋配置

通常鉄筋では，コンクリートとの付着強度を増すため，
縦および横方向に突起が設けてある．この突起「リブ」お
よび「ふし」の方向および位置が溶接性に与える影響を検
討した．本研究では，Table 2 に示すとおり溶接される鉄
筋のフレアー継手における位置関係を想定できる６つの
Fig.1

Appearances of concrete rebar.

パターンに分けた．この中で鉄筋配置３および４について

する．なお，本研究に用いた通常鉄筋のD22およびD19の

は鉄筋配置５および６と鉄筋相互の空間（開先面積：Gro

公称直径はそれぞれ22.20mmおよび19.10mmである．また，

ove weld area）および鉄筋相互の隙間（開先間隔；Root

「ふし」の平均間隔はD19が13.0mm，D22が15.0mmで，
「ふ

gap）には大きな違いが認められないため，鉄筋配置１，

し」および「リブ」の高さはD19が1.5mm，D22が1.7mm

２，５，６について検討した．

であった．それぞれ「ふし」および「リブ」と軸線との角
度は概ね45°であった．

2.2

溶接法および溶接棒

溶接は被覆アーク溶接によった．溶接棒はイルミナイト
系 D4301および特殊系D4340 *) の２種類を用いた．いずれ
も市販のものである．太さはどちらも直径3.2mmのものを
使用した．Table 1 に用いた溶接棒の心線およびフラック
スの化学成分を示す．２つの溶接棒の心線の化学成分には
Table 1

Chemical compositions of welding rod and flux.

脚註 ＊ 溶融亜鉛めっき鋼板用溶接棒として市販されているも

の

Table 2

Arrangement pattern of flare joint of concrete rebar.
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3.

実験結果

れる．しかしながら，スパッタの発生については十分に抑
えられているとは言い難い．この要因については，上述し

3.1
3.1.1

溶接ビード外観および溶接作業性
溶接棒

たとおりである．これらの結果から，溶融亜鉛めっき鉄筋
を溶接する際には一般に用いられているイルミナイト系

Fig.2 に棒径の異なる溶融亜鉛めっき鉄筋（D22およびD

溶接棒を用いるよりは，鉄筋用ではないが溶融亜鉛めっき

19）に，それぞれ２種類の溶接棒により被覆アーク溶接を

鋼板用溶接棒を用いた方が良好な溶接作業性が得られる

行った試料の溶接ビード外観を示す．なお，電流値は130

ことがわかった．

A，運棒法はウィービング運棒法，鉄筋配置は６である．
溶接棒D4301により溶接を行った試料（Fig.2(a),(b)）は，

3.1.2

溶接ビード表面でのリップルパターンが顕著に現れてお

Fig.3 に電流値および運棒法の異なる溶接試料の外観

り凹凸が著しい．また，スパッタの発生も多かった．リッ

および断面マクロ写真を示す．なお，溶接棒はD4340，鉄

プルパターンの形状については，溶接棒の特性としてスラ

筋は溶融亜鉛めっき鉄筋，鉄筋径はD22，鉄筋配置は６と

グの流動性が良好なことに起因するものと考えられる．一

した．まず，同じウィービング運棒法で電流値の異なる溶

方，スパッタの発生については，鉄筋が異形であるため開

接試料（Fig.3(a),(b)）を比較すると，それぞれの試料にお

先間隔が十分確保されないことに原因があると考えられ

いてスパッタの発生は多少認められるものの，いずれも滑

る．溶接棒D4340により溶接を行った試料（Fig.2(c),(d)）

らかなビード外観を有する溶接ビードが得られた．しかし，

電流値および運棒法

のビード外観はスパッタの発生も少なく安定した光沢の
ある滑らかな溶接ビードが得られた．さらに，余盛もD43
01よりも高くなる傾向にあった．このことは，溶融亜鉛め
っき鋼板用としてフラックスが改良されていると考えら

Fig.3

Appearances and cross sectional macrostructures of flare
joint of concrete rebar.

電流値110A（Fig.3(b)）では外観写真のビード中央より左
下側にスラグの巻き込みと思われる箇所（図中○印）が認
められた．さらに，それぞれのマクロ観察結果から，止端
付近の溶け込み状況は電流値130Aの方が良好であった．
これらの結果から，本研究の範囲では，鉄筋径D22では電
流値は130Aが適当であることがわかった．次に，同じ電
流値で運棒法の異なる溶接試料（Fig.3(a),(c)）を比較する
Fig.2

Appearances of flare joint of concrete rebar.

と，ストレート運棒法（Fig.3(c)）の方がウィービング運
棒法（Fig.3(a)）よりもビード外観の滑らかさの観点から
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劣っていることがわかる．さらに，断面観察からもストレ

ほとんど変わらないことがわかる．これらの結果から，溶

ート運棒法では，ルート付近の溶け込みが悪いことが認め

融亜鉛めっき鉄筋は溶接棒D4340，電流値130A，ウィービ

られる．ストレート運棒法では溶接速度が速く，鉄筋溶接

ング運棒法により，通常鉄筋のフレアー溶接と同等な溶接

部への入熱量の不足が主な原因と考えられる．実施工では，

強度を期待できる．

作業効率の観点から，通常鉄筋ではストレート運棒法も用
いられるが，溶融亜鉛めっき鉄筋の場合は溶け込みの状態

3.2.2

からウィービング運棒法が良いことがわかった

Fig.5 に代表的な鉄筋配置と開先面積および開先間隔

鉄筋配置の影響

の継手位置による変化を模式図で示す．この図から，「ふ
3.2

溶け込み深さおよび断面形状

し」および「リブ」の位置関係により，溶接される部分の

3.2.1

溶接棒および運棒法の影響

開先面積(鉄筋相互の折線と鉄筋外周とで囲まれた部分の

Fig.4 に各種条件で行った各試料の溶け込み深さを示

面積)および開先間隔が変化することが分かる．鋼板の溶

す．試料名はそれぞれ鉄筋径－電流値－運棒法を表し，た

接とは異なり「ふし」および「リブ」があることで，１パ

とえば22-130-Wは鉄筋径：D22，電流値：130A，運棒法：

スの中であっても溶接される開先面積は大きく変化する

ウィービング運棒法の試料を表す．なお，運棒法のＳはス

ことになり，安定した溶接を妨げることが予想される．特

トレート運棒法を表す．溶け込み深さについては余盛の影

に，鉄筋配置１および５では，双方の鉄筋の「ふし」が同

響を排除するため，溶接された鉄筋双方の外周の接線を起

一位置になる箇所と全く「ふし」がない箇所が繰り返され

点として溶け込み深さを測定した．また，溶け込み深さの

るために開先面積の変化がさらに大きくなる．鉄筋配置２
および６では，その変化量は小さくなるが，一定距離間で
小刻みな変化が繰り返される．また，図中の①③⑤⑦の位
置は「ふし」を超えて溶接することになり，溶接棒の移行
に影響を与える．一方，開先間隔は鉄筋配置１および２で

Fig.4

Influence of different parameters on penetration depths of
flare joints.

測定は５箇所（「ふし」を含む箇所３，含まない箇所２の
合計５箇所）行い，その平均値をその試料の溶け込み深さ
とした．この溶け込み深さは継手の接合強度を左右する要
因の一つであり，可能な限り深さは大きい方が良いと考え
られる．まず，溶接棒の違い（図中斑点棒と斜線棒）に注
目すると，溶接棒D4301は，電流値，運棒法に関係なく，
溶け込み深さは大きい．この理由については，溶接金属の
流動性が高いことが一つの要因として考えられる．しかし
ながら，上述のビード外観，スパッタの発生等を考慮する
と必ずしも良いとは言い切れない．次に，溶接棒D4340で
溶融亜鉛めっき鉄筋を溶接した試料（図中斑点棒）と，溶
接棒D4301で通常鉄筋を溶接した試料（図中白抜き棒）と
を比較すると電流値，運棒法に関係なく，溶け込み深さは

Fig.5

Schematic illustration of typical concrete rebar arrangements
and variations of groove weld area and root gap at different
positions of flare joint
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は「リブ」が接しているため，その間隔は無くなり，鉄筋

は認められるものの開先面積が大きくなるため，亜鉛蒸気

配置５および６では「リブ」の影響はないものの「ふし」

がビード中に留まることが少なくなったと考えられる．次

の位置関係によって一定距離間での変化が繰り返される．

に，鉄筋配置５および６では鉄筋相互の「リブ」が接して

この図から，開先面積と開先間隔との組み合わせは，図中

いないため，鉄筋相互の隙間は一定量確保できるが，「ふ

①から⑧の８つのパターンに分けることができる．

し」の位置によっては鉄筋相互の隙間が無くなる場合もあ

Fig.6 にFig.5 における①～⑧のパターンに対応した溶

る．この隙間がない⑤および⑦では，鉄筋配置１および２

融亜鉛めっき鉄筋の溶接断面マクロ観察結果を示す．なお，

で示したような亜鉛蒸気巻き込みによる空洞は発生して

溶接棒はD4340，電流値は130A，運棒法はウィービング運

いるが，ビード断面積と比較して小さい．このことは，鉄

棒法とした．被覆アーク溶接において開先間隔は溶接の良

筋配置１および２のように「リブ」が接している場合に比

否を左右する重要な要因であり，さらに溶融亜鉛めっき鉄

べて，鉄筋配置５および６での「ふし」が同一位置にある

筋のように亜鉛蒸気が発生する場合は開口している部分

場合は，「リブ」が相互に接している場合よりも密着して
いる度合いは低く，僅かな隙間から，亜鉛蒸気が抜けるこ
とができ，空洞が小さくなると考えられる．一方，鉄筋配
置５および６において「ふし」が鉄筋相互の隙間に関与し
ない場合（⑥および⑧）は，下方に鉄筋相互の隙間がある
ため，亜鉛蒸気が抜け易くなるため良好な溶接ができてい
る．「ふし」の位置関係から鉄筋相互の隙間が僅かに小さ
い場合（⑧）では空洞形成は僅かであった．これら鉄筋配
置の違いによる断面マクロ観察の結果から，溶融亜鉛めっ
き鉄筋の被覆アーク溶接では，溶接棒，電流値，運棒法と
比較して溶接される鉄筋相互の位置関係（本研究では鉄筋
配置）が溶接結果を大きく左右することが明らかになった．

3.3

亜鉛蒸気と空洞形成

Fig.7 に鉄筋配置１の断面（①）における空洞部のSEM
観察およびEDX分析結果を示す．空洞部には亜鉛が著しく
富化しており，溶融亜鉛めっきより発生した亜鉛蒸気が溶
着金属と鉄筋との隙間に巻き込まれて空洞を形成したと
推察される．この亜鉛を巻き込んだ空洞面積を，鉄筋相互
の接線以下のビード面積で除した値を空洞面積率（Cavity
area ratio）と呼ぶ．
Fig.6

Macrostructures of cross section of flare joint at different
rebar arrangements.

がどれだけあるかが重要となる．まず，鉄筋配置１および
２の断面写真①～④では鉄筋相互の「リブ」が接している
ため鉄筋相互に隙間が無い．このため亜鉛めっきから発生
した亜鉛蒸気の巻き込みによる空洞形成が確認された．特
に，①および③ではその傾向は顕著であった．すなわち鉄
筋相互に隙間が無く，さらに鉄筋相互の「ふし」が同一位
置にあるため開先面積も小さくなることが主な原因であ
る．また，「ふし」を通過することによってアーク状態が
不安定になることも亜鉛を巻き込む一つの原因と考えら
れる．一方，②および④では，亜鉛の巻き込みによる空洞
Fig.7

SEM observation of cavity(a ,b and c) and EDX line analysis
of Zn and Fe(d) along A-B line.
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空洞面積率に及ぼす開先面積および開先間隔の影響

Fig.8 に各断面における空洞面積率と開先面積および
開先間隔との関係を示す．図中の添え字は空洞面積率を示
している．図において，開先面積が60～70mm 2とほぼ同水
準の溶接部を比較すると，開先間隔が大きくなるほど空洞
面積率は明らかに減少した．また，開先間隔が無い場合(0)
でも開先面積が大きくなるほど空洞面積率は明らかに減
少した．すなわち，空洞面積率には開先間隔と開先面積の

Fig.9

Relationship between tensile shear fracture strength and flare
joint arrangement.

レアー継手では鉄筋配置には特に注意を払われていなか
ったが，溶融亜鉛めっき鉄筋の被覆アーク溶接の場合には，
亜鉛蒸気の抜け易さから「リブ」の接しない鉄筋配置５が
望ましいことが明らかとなった．
4.
Fig.8

Combined effect of root gap and groove area on cavity area of
flare joint of galvanized rebar D22 ;D4340,130A,Weaving.

結

論

本研究では溶融亜鉛めっきの鉄筋コンクリート用棒鋼へ
の適用を目的として，溶融亜鉛めっき鉄筋のフレアー継手
における被覆アーク溶接性について検討した．得られた結

両方が関係し，空洞面積率が小さい良好な溶接を行うため
には，開先面積および開先間隔が大きい鉄筋配置で溶接を
行う必要がある．すなわち，鉄筋配置５および６が他の配
置１および２と比較して空洞面積率が小さく、良好な溶接
ができる鉄筋配置であることが明らかになった．

果は以下の通りである．
1) 溶融亜鉛めっき鉄筋の被覆アーク溶接に際しては，イ
ルミナイト系溶接棒を用いるよりは，溶融亜鉛めっき鋼板
用溶接棒を用いる方が良好な溶接が可能である．
2) 溶融亜鉛めっき鉄筋の被覆アーク溶接に際しては，空
洞欠陥防止の観点から，ストレート運棒法よりもウィービ

3.5

継手引張せん断強度と鉄筋配置

Fig.9に継手引張せん断強度と鉄筋配置との関係を示す．
ビード長さはすべて鉄筋の公称直径の5倍の長さとした **)．
鉄筋配置５の継手引張せん断強度が最も高い値を示した.
次いで鉄筋配置１，鉄筋配置６，鉄筋配置２の順に継手引
張せん断強度は小さくなるが，その差は小さい．それぞれ
の試料の破断位置はすべて溶接ビード内の鉄筋との境界
近傍であった．このことは，亜鉛蒸気を巻き込んだ空洞が
亜鉛めっき鉄筋と溶接ビードとの境界に発生するため，こ
の空洞を起点として破断したと思われる．このため空洞面

ング運棒法が良好な溶接が可能である．
3)溶融亜鉛めっき鉄筋より発生した亜鉛蒸気は溶着金属
と鉄筋との隙間に巻き込まれ，空洞を形成する.この空洞
面積率は，開先間隔および開先面積の増加とともに減少す
る．
4) 鉄筋配置により、空洞面積率および引張せん断強度は
異なり、良好な溶接継手が得られる鉄筋配置が存在する．
すなわち，亜鉛蒸気の開先間隔からの抜け易さから「リブ」
の接しない鉄筋配置(table 2の5や6の配置パターン)が望
ましいことが明らかとなった．

積率が小さい鉄筋配置５の引張せん断強度が高い値を示
したと考えられる．

なお，本研究での溶融亜鉛めっきは，コンクリート中で
耐食性を確保できる十分な付着量だと考えている.

これらのことから，通常鉄筋の被覆アーク溶接によるフ
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