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This paper describes a stress measurement from a welded part of an austenitic stainless steel using synchrotron
X-rays. Observing the diffractions from a single crystal, coarse grained material and the welded part, the diffraction
pattern of the welded part shows the feature of textured materials with large grains. Difficulty measuring the X-ray stress
of the welded part is caused by the broadening of the diffraction spot in the radial and circumferential directions. The
bending strains of the rectangular bar made of the welded part were measured using synchrotron white X-rays and the
double exposure method. However, the results were not enough accuracy to obtain the strains. To improve the energy
resolution, monochromatic synchrotron X-ray of 70 keV was used. The diffraction pattern showed the sharp arc like a
pattern from texture material. The diffraction profile was obtained from the integral of the diffraction intensity in the
direction of the circumference. The diffraction angle was determined using the double exposure method. As a result, the
distribution of the residual stresses of the welded part could be measured.
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1 緒 言
シンクロトロン放射光を利用した応力測定として，ひ

ずみスキャニング法 1) および侵入深さ一定法 2),3) が定
着している．これらの応力測定は，モノクロメータを通
して単色Ｘ線による多結晶体からの連続環が得られる条
件では，精度良く応力評価ができる．しかしながら，粗
大粒材に対しては回折環が得られず，0 次元，1 次元の
検出器による測定は困難となる．
その解決策の一つとして，2次元検出器を利用して回

折像を計測する方法は，回折パターンを読み取ることが
でき有利である．ただし，2次元検出器で回折角度を測
定するためには，検出面が回折中心からのＸ線のみを計
測する機構、すなわちコリメーションが必要である．そ
のためのスリットシステムとして，コニカルスリット 4)，
スパイラルスリット 5),6) などが開発されてきた．著者ら
は，これらの特殊なスリット系よりも広い回折角度の範

囲を計測できる回転スリットシステムを開発した．それ
を用いた回折斑点追跡法を提案して，粗大粒材料の応力
測定に成功している 7)．さらに，2次元検出器のカメラ長
を変えて 2カ所で測定し，それらの回折像から各回折の
位置と角度を導出する二重露光法 (DEM: double exposure

method) を提案した 8)．この手法は回折粒の位置を決定
でき，かつ複雑なスリット系を必要としない利点がある．
一方，高エネルギー領域でエネルギー識別ができる

CdTe ピクセル検出器を新たに開発し 9)，この検出器と
DEMを組み合わせて白色Ｘ線による応力評価の実証的
研究を実施した結果，この方法が粗大粒のＸ線応力測定
に適用できることが確認できた 10),11)．しかしながら，
粗大粒よりさらに測定困難な溶接部の残留応力測定につ
いては，DEM はまだ適用されていない．放射光Ｘ線を
利用して溶接材の残留応力測定している例はあるが，大
型部材の溶接部は粗大かつ配向を持つ組織であり，その
放射光Ｘ線による測定は解決できていない 12)．
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(a) Single crystal (Mg) (b) Coarse grain (γ-Fe) (c) Weld part (γ-Fe)

Fig. 3 Diffraction images by synchrotron white X-rays using CdTe pixel detector with −90 mV threshold. The square in
the figure (c) corresponds to Fig. 3.

Table 1 Features of diffraction pattern by white X-rays.

Diffraction spots
Crystallite Orientation Number Width Length

Single crystal Huge Perfect One Thin Long
Coarse grains Small Isotropic Many Thin Short
Welded part Large Preferred Few Thick Long

が十分ではないので，ひずみ測定精度を考慮して透過単
色Ｘ線を用いた DEMによる溶接試験片の応力分布測定
も実施した．使用したビームラインは BL14B1 である．
単色Ｘ線のＸ線エネルギーは，90 keVのＸ線エネルギー
では検出器のスパイクノイズが顕著になるので，70 keV

に設定した．単色Ｘ線では，モノクロメータを介する
のでビーム強度が低くなることから，ビームサイズを
0.5× 0.5 mm2 に広げ，露光時間を 100 sにした．測定位
置は，Fig. 1 (a) の z 軸上の z = 1 ∼ 35 mm の範囲を 1

mmステップで水平 (T方向ひずみ)および垂直方向 (z方
向ひずみ)の回折を測定した．
なお，白色および単色Ｘ線の入射ビームは，すべて垂

直入射の透過法で回折を測定している．
3 実験結果および考察

3 ·1 溶接部からの回折像の特徴
粗大粒，集合組織および溶接部のシンクロトロン放射

光による応力測定法は研究の途上にある．透過法で測定
するとき，結晶子の形態と回折パターンの特徴を理解す
る必要がある．Fig. 3は，放射光白色Ｘ線による実際の
回折像である．CdTe ピクセル検出器のしきい値電圧を
−90 mVで測定し，比較できるように各画像はカメラ長
が約 300 mmになるように調整している．

Fig. 3 (a) は，Mg 単結晶の回折である．厚さ 1 mm の
単結晶を透過したＸ線回折像は，方位が揃った長い放射
状の回折パターンを示す．完全な結晶のため回折パター
ンは円周方向の広がりはなく幅は狭い．しかし，透過す
る結晶子の寸法に比例して放射状の半径は長くなる．試
料の厚さが薄くなれば，Ｘ線透過距離が短くなり，放射

状の半径も短くなる．
Fig. 3 (b)は，SUSF316Lの鍛造材の焼きなましした回

折例である 10)．板厚は 7 mmであり，粒径は 300 µmの
粗大粒である．ランダムな方位を持った結晶粒からの回
折斑点がたくさん現れる．結晶子の寸法は単結晶と異な
り小さく，集合組織のない粗大粒の典型的な回折パター
ンである．Fig. 3 (b)のような粗大粒からの回折斑点であ
れば，白色Ｘ線による DEMの適用は可能であるが，課
題も多い 10),13)．

SUS316Lの GTAWによる突き合わせ溶接材を溶接線
垂直に切断し，その板厚 5 mmの溶接部を透過した回折
像を Fig. 3 (c)に示す．溶接部の白色Ｘ線による回折像を
Fig. 3の (a), (b)と比較すると，溶接組織は結晶子は大き
く，幅の広がりも際立っている．あたかも図 (a)の単結晶
を回転揺動させたような集合組織にも見えるし，図 (b)

の粗大粒がさらに大きくなり斑点が少なくなったように
も見える．
放射光白色Ｘ線による回折パターンをまとめると，Ta-

ble 1になり，溶接部は非常に大きな粗大粒の集合組織で
あると特徴づけられる．ひずみ決定を考えると，広がっ
た回折パターンから回折位置とエネルギーの両方を精度
よく決定しなければならない．これが溶接部のＸ線応力
測定の困難性である．
さらに，溶接材の回折斑点の強度比を見るために，Fig. 3

(c) の四角で囲んだところの強度マップを Fig. 4 に示す．
図中の 1 1 1回折強度は高いが，それ以外の回折は強度が
低く，これは粉末の強度比と大きく異なる．白色Ｘ線の
場合は 1 1 1回折に加えて，2 2 2回折，3 3 3回折などの

(a) Cross section of welded specimen and directions

(b) Microstructure of welding metal

(c) Specimen made of welded part and bending test

Fig. 1 Butt welded SUS316L plate with GTAW and bending test.

本研究では，CdTe ピクセル検出器を用いて放射光Ｘ
線を利用して大型構造物の溶接部の残留応力測定するた
めに，シンクロトロン放射光Ｘ線による回折の特徴と，
それに対応した応力測定の方法論について述べる．

2 実　験　方　法
2 ·1 材料および試験片
オーステナイト系ステンレス鋼 SUS316Lの板厚 50 mm

の平板に 60◦ の開先加工をして，GTAW(ガスタングステ
ンアーク溶接)により突合せ溶接した．その溶接体から
放電加工により，Fig. 1 (a)に示すような長さ 122 mm，高
さ 50 mm，板厚 5 mmの溶接試験片を取り出した．Fig. 1

(a)に示すように，溶接底を原点として高さ方向に z，溶
接線横断方向を T，溶接線方向 (紙面垂直)を Lとする．
溶接部断面の組織写真を Fig. 1 (b)に示す．組織観察の

位置は，溶接線上の板厚中央付近である．大きな塊のデ
ンドライト組織ができており，各集合組織を形成しなが
ら凝固した組織である．
その他，この溶接部を含むようにして，L方向，T方

向に放電加工により取り出して，Fig. 1 (c)に示す曲げ試
験片を製作した．曲げ試験片の寸法は 5× 5× 55 mm3 で

ある．また，Fig. 1 (c)に 4点曲げを負荷して応力測定す
るときの入射Ｘ線ビームと試験片の関係を図で示す．試
験片の中立軸を位置 z = 0 mmとし，引張方向 (下向き)

を正とした．
2 ·2 シンクロトロン放射光Ｘ線測定
放射光実験は，大型放射光施設 SPring-8の量子科学技

術研究開発機構の専用ビームライン BL14B1および高輝
度光科学研究センターの共用ビームライン BL28B2を用
いた．Ｘ線の検出器は，すべて CdTeピクセル検出器を
用いた．CdTeピクセル検出器の検出面積は 201× 191画
素，画素寸法は 0.2× 0.2 mm2 である．検出器を 3軸自
動ステージに搭載し，前方 (P1) と後方 (P2) の位置にお
いて自動ステージにより移動させ，それぞれ必要な検出
面積を確保した．
まず実験に先立ち，ビームライン BL14B1の白色Ｘ線

を用いて，結晶形態による回折パターンの様相を観察し
た．Mg単結晶についてはビーム寸法 0.05×0.05 mm2，粗
大粒のオーステナイト系ステンレス鋼 (SUSF316L)につ
いてはビーム寸法 0.1×0.1 mm2および溶接材 (SUS316L)

については 0.2× 0.2 mm2 で回折像を撮影した．
本研究のＸ線応力測定は DEMを用いている．Fig. 2に

DEMの入射Ｘ線ビームおよび回折と検出器の配置を示
す．DEMでは，3軸自動ステージ上に載せた検出器を前
方 (P1) および後方 (P2) の位置でそれぞれ回折像を測定
する．検出器位置 P1と P2との距離が Lとなる．また，
P1と P2における回折半径が r1, r2 になる．広い検出面
積を必要とするときは，検出器を移動させ逐次露光して
広い検出面を確保する．

DEM による曲げ応力測定は，ビームライン BL14B1

にて，ビーム寸法 0.1× 0.1 mm2 の透過白色Ｘ線で実施
した．4点曲げ治具に曲げ試験片を装着し，ひずみゲー
ジにて確認しながら曲げ応力を負荷した．測定位置は，
曲げ試験片の中央で圧縮側から引張側 (z = −2.4 ∼ 2.4

mm)の範囲を 0.8 mmピッチで測定した．
また，白色Ｘ線による溶接試験片の溶接部のひずみ分

布測定はビームライン BL28B2で実施した．そのビーム
寸法は 0.1× 0.1 mm2 として，DEMにより実施した．測
定位置は，Fig. 1 (a)の z 軸に沿って透過法で測定した．
白色Ｘ線による DEMは，検出器のエネルギー分解能
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Fig. 2 X-Ray beam and configuration of detector for DEM.
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(a) Single crystal (Mg) (b) Coarse grain (γ-Fe) (c) Weld part (γ-Fe)

Fig. 3 Diffraction images by synchrotron white X-rays using CdTe pixel detector with −90 mV threshold. The square in
the figure (c) corresponds to Fig. 3.

Table 1 Features of diffraction pattern by white X-rays.

Diffraction spots
Crystallite Orientation Number Width Length

Single crystal Huge Perfect One Thin Long
Coarse grains Small Isotropic Many Thin Short
Welded part Large Preferred Few Thick Long
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のでビーム強度が低くなることから，ビームサイズを
0.5× 0.5 mm2 に広げ，露光時間を 100 sにした．測定位
置は，Fig. 1 (a) の z 軸上の z = 1 ∼ 35 mm の範囲を 1

mmステップで水平 (T方向ひずみ)および垂直方向 (z方
向ひずみ)の回折を測定した．
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するとき，結晶子の形態と回折パターンの特徴を理解す
る必要がある．Fig. 3は，放射光白色Ｘ線による実際の
回折像である．CdTe ピクセル検出器のしきい値電圧を
−90 mVで測定し，比較できるように各画像はカメラ長
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Fig. 3 (a) は，Mg 単結晶の回折である．厚さ 1 mm の
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る結晶子の寸法に比例して放射状の半径は長くなる．試
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Fig. 3 (b)は，SUSF316Lの鍛造材の焼きなましした回
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粗大粒である．ランダムな方位を持った結晶粒からの回
折斑点がたくさん現れる．結晶子の寸法は単結晶と異な
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の粗大粒がさらに大きくなり斑点が少なくなったように
も見える．
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あると特徴づけられる．ひずみ決定を考えると，広がっ
た回折パターンから回折位置とエネルギーの両方を精度
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さらに，溶接材の回折斑点の強度比を見るために，Fig. 3
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図中の 1 1 1回折強度は高いが，それ以外の回折は強度が
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Fig. 1 Butt welded SUS316L plate with GTAW and bending test.

本研究では，CdTe ピクセル検出器を用いて放射光Ｘ
線を利用して大型構造物の溶接部の残留応力測定するた
めに，シンクロトロン放射光Ｘ線による回折の特徴と，
それに対応した応力測定の方法論について述べる．
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2 ·1 材料および試験片
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の平板に 60◦ の開先加工をして，GTAW(ガスタングステ
ンアーク溶接)により突合せ溶接した．その溶接体から
放電加工により，Fig. 1 (a)に示すような長さ 122 mm，高
さ 50 mm，板厚 5 mmの溶接試験片を取り出した．Fig. 1

(a)に示すように，溶接底を原点として高さ方向に z，溶
接線横断方向を T，溶接線方向 (紙面垂直)を Lとする．
溶接部断面の組織写真を Fig. 1 (b)に示す．組織観察の

位置は，溶接線上の板厚中央付近である．大きな塊のデ
ンドライト組織ができており，各集合組織を形成しなが
ら凝固した組織である．
その他，この溶接部を含むようにして，L方向，T方

向に放電加工により取り出して，Fig. 1 (c)に示す曲げ試
験片を製作した．曲げ試験片の寸法は 5× 5× 55 mm3 で

ある．また，Fig. 1 (c)に 4点曲げを負荷して応力測定す
るときの入射Ｘ線ビームと試験片の関係を図で示す．試
験片の中立軸を位置 z = 0 mmとし，引張方向 (下向き)

を正とした．
2 ·2 シンクロトロン放射光Ｘ線測定
放射光実験は，大型放射光施設 SPring-8の量子科学技

術研究開発機構の専用ビームライン BL14B1および高輝
度光科学研究センターの共用ビームライン BL28B2を用
いた．Ｘ線の検出器は，すべて CdTeピクセル検出器を
用いた．CdTeピクセル検出器の検出面積は 201× 191画
素，画素寸法は 0.2× 0.2 mm2 である．検出器を 3軸自
動ステージに搭載し，前方 (P1) と後方 (P2) の位置にお
いて自動ステージにより移動させ，それぞれ必要な検出
面積を確保した．
まず実験に先立ち，ビームライン BL14B1の白色Ｘ線

を用いて，結晶形態による回折パターンの様相を観察し
た．Mg単結晶についてはビーム寸法 0.05×0.05 mm2，粗
大粒のオーステナイト系ステンレス鋼 (SUSF316L)につ
いてはビーム寸法 0.1×0.1 mm2および溶接材 (SUS316L)

については 0.2× 0.2 mm2 で回折像を撮影した．
本研究のＸ線応力測定は DEMを用いている．Fig. 2に

DEMの入射Ｘ線ビームおよび回折と検出器の配置を示
す．DEMでは，3軸自動ステージ上に載せた検出器を前
方 (P1) および後方 (P2) の位置でそれぞれ回折像を測定
する．検出器位置 P1と P2との距離が Lとなる．また，
P1と P2における回折半径が r1, r2 になる．広い検出面
積を必要とするときは，検出器を移動させ逐次露光して
広い検出面を確保する．

DEM による曲げ応力測定は，ビームライン BL14B1

にて，ビーム寸法 0.1× 0.1 mm2 の透過白色Ｘ線で実施
した．4点曲げ治具に曲げ試験片を装着し，ひずみゲー
ジにて確認しながら曲げ応力を負荷した．測定位置は，
曲げ試験片の中央で圧縮側から引張側 (z = −2.4 ∼ 2.4

mm)の範囲を 0.8 mmピッチで測定した．
また，白色Ｘ線による溶接試験片の溶接部のひずみ分

布測定はビームライン BL28B2で実施した．そのビーム
寸法は 0.1× 0.1 mm2 として，DEMにより実施した．測
定位置は，Fig. 1 (a)の z 軸に沿って透過法で測定した．
白色Ｘ線による DEMは，検出器のエネルギー分解能
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Fig. 2 X-Ray beam and configuration of detector for DEM.
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した．Fig. 1 (c)に示す曲げ試験において，入射ビームは
圧縮側表面 (z = −2.5 mm) から 0.1 mm 試験片に入った
z = −2.4 mmから 0.8 mm間隔で設定した．その結果を
Fig. 6に示す．z = −2.4 mmの位置が試験片からはずれ
たために試験片表面になり，回折が得られず測定点がな
い．また，T 材では回折が検出されないところが多く，
データ点が少ない．Fig. 6からわかるように，測定され
た格子定数の変化も大きく，2桁目が変化しており，弾
性ひずみを測定することは困難である．この原因は，溶
接部は粗大な集合組織であり，回折斑点は広がりを持ち，
エネルギー分解能と位置の分解能の精度が得られていな
いことによる．

Fig. 7は，白色Ｘ線ビームを溶接試験片に透過させ，そ
の回折像を DEM と CdTe ピクセル検出器で測定し，格
子定数 dを求めた結果である．Fig. 1 (a)の z 軸上に入射
ビームを移動しながら逐次測定した．カメラ長は約 650

mm,検出器位置 P1と P2の距離 Lは 400 mmである．回
折像の検出は位置 P1で 3× 3画面，位置 P2で 4× 4画面
で測定した．検出器を Fig. 2のように移動して，Fig. 1の
水平方向 (T方向)の格子面間隔 dを測定した．格子面間

Welding line of GTAW, BL28B2 at SPring-8
γ-Fe 200 with white X-raym DEM
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Fig. 7 Measured lattice spacing of center of welded specimen.

隔 dの測定には，2 0 0格子面を利用した．Fig. 7からわ
かるように，格子面間隔 dは大きくばらついており，ひ
ずみを測定する精度には達していない．その原因は，溶
接部の回折斑点があまりにも広く，回折位置の特定が困
難であることにある．エネルギー分解能が高くなれば，
回折斑点の回折半径方向は狭まり，回折斑点は広がらな
い．本実験では，検出器のエネルギー分解能が低いため
に，Fig. 5に示すように差分像の回折斑点が回折半径方
向に長い形になっている．その結果，回折半径の決定精
度が低く，格子面間隔の測定精度が得られない．
本節では，3.1 節で示した「従来法」を試したが，検

出器のしきい値の制御だけで格子面間隔の測定精度を得
ることは困難であった．

3 ·3 単色Ｘ線による二重露光法
DEMで溶接部のひずみ測定を実現するためには，「従

来法」では困難であったので，さらに 3.1節で述べた「単
色Ｘ線法」を試みた．シンクロトロン放射光の単色Ｘ線
を利用すれば，白色Ｘ線で問題になった波長分解能の問
題を解決できる可能性がある．
ビームラインは BL14B1の 70 keVの単色Ｘ線を利用し

て溶接試験片をDEMで測定した．測定位置は，溶接底の
表面を z = 0 mmとして Fig. 1 (a)の z 軸上を z = 1 ∼ 35

mmを 1 mm間隔で設定した．回折の測定方向は，水平
方向 (T)と垂直方向 (z)の 2方向である．CdTeピクセル
検出器の面積が狭く，1画面で 111回折から 311回折ま
で撮影できないので，P1と P2の各検出位置において 2

箇所で回折環を撮影した．
測定された回折像の例を Fig. 8に示す．図の左右の検

出像はそれぞれ P1と P2の像であり，上下が高・低回折角

P1 P2

Fig. 8 Diffraction images at z = 1 mm with synchrotron X-ray
of 70 keV.

Fig. 4 Intensity map for square area in Fig. 2 (c).

同一方位の倍数波が重なることに起因する．そのため，
γ-Feの 3 1 1回折を測定しようとしても，1 1 1回折が強
すぎて，3 1 1回折がほとんど見えない状態になる．
以上のように，溶接部のＸ線応力測定には多くの課題

がある．この解決については，以下に述べる (1) ∼ (4)の
方法論を一つひとつ実施して，その結果を地道に蓄積す
る必要がある．
(1) 従来法　従来の方法論として白色Ｘ線と CdTe ピク
セル検出器を用いた DEMを本稿の 3.2節で述べる．

(2) 単色Ｘ線の利用　単色Ｘ線にすることで回折斑点の
数は減るが，エネルギー分解能の問題を解決できる．
本稿の 3.3節で単色Ｘ線によるDEMについて述べる．

(3) ゲージ体積を増やす　放射光のマイクロビームで測
定しても Fig. 3 (c)のように回折斑点の広がりが生じ
ている．(2) のように単色Ｘ線に切り替え，さらに
デンドライト組織からの回折環を得るために大きな
ゲージ体積にして，0 次元検出器にスリットを装着
して測定する．具体的には，研究炉 JRR-3で実施さ
れている中性子応力測定がこれに該当する．

(4) 回転スリットの活用　白色Ｘ線による溶接部の回折
像が広がる原因の一つは，検出器の各画素があらゆ
るところから来たＸ線を計測することである．各画
素が回折中心から来たＸ線だけを検出するようにす
ればよい．画素がどこを見ているか，つまりコリメー
ション (視準)を厳しくすることで，回折斑点を小さ
くできる可能性がある．既開発の回転スリット 7) と
DEMを組合せた計測も考えられる．

3 ·2 白色Ｘ線による二重露光法
前述の溶接部から製作した Fig. 1 (c) の曲げ試験片を

4点曲げ治具に装着した．Fig. 1 (c)のように，曲げ応力
は試験片の高さ方向に負荷され，圧縮ひずみは上側，引
張ひずみは下側になる．試験片の下側に貼ったひずみ
ケージで確認しながら，約 800 µεのひずみを負荷した．
SPring-8のビームライン BL14B1にて 0.2×0.2 mm2の寸
法の白色Ｘ線ビームを Fig. 1 (c)に示すように入射した．

(a) Energy threshold image (b) Differential 　

(c) Labeling (d) Centroid

Fig. 5 Example of processing diffraction image. Diffraction im-
age of γ-Fe 111.

この実験では DEMにより回折角を測定した．回折の
測定には 100×95画素の CdTeピクセル検出器を用いた．
検出器の位置 P1 および P2 の距離 L = 400 mm，P1 で
3 × 3画面，P2で 4 × 4画面で回折を計測した．それぞ
れの位置で CdTeピクセル検出器の露光時間はともに 2 s

にした．検出器で測定した回折面は γ-Feの 1 1 1回折で
ある．
測定された回折像の画像処理の例を Fig. 5に示す．CdTe

ピクセル検出器は，検出するＸ線エネルギー (keV)のし
きい値を制御することができる．Fig. 5 (a)は 74.5 keVし
きい値像であり，74.5 keV以上の回折が重畳した像であ
る．例えば，75.5 keVしきい値像と 73.5 keVしきい値像
との差分は，74.5 keVの単色Ｘ線回折像に相当する．そ
の差分像にノイズ除去，平滑化などの画像処理を施して
作成したのが Fig. 5 (b)である．このようにして，90∼60

keVまでの差分像の各斑点の強度変化を調べ，回折強度
の最大値から最適なブラック条件を判定する．最大値差
分像を 2値化した後，斑点の境界を膨張・収縮処理して
境界を滑らかにし，連続した同じ領域を抽出するラベリ
ング処理により斑点の領域を抽出した画像が Fig. 5 (c)に
なる．Fig. 5 (d)に示すように，この斑点領域の重心に小
さな十字の印を付した．
各斑点領域の重心から検出位置 P1と P2における回折

半径 r1, r2 を決定し，次式により回折角 2θ を求めた．

2θ = arctan
(r2 − r1

L

)
(1)

さらに，ブラッグ条件から格子面間隔 dを計算した．
T, L, z方向の曲げ試験片の白色Ｘ線回折像に前述の画

像処理を施して，DEMにより格子定数 dの変化を測定

Fig. 3 (c).
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Fig. 6 Measured lattice spacing of specimen under bending.

した．Fig. 1 (c)に示す曲げ試験において，入射ビームは
圧縮側表面 (z = −2.5 mm) から 0.1 mm 試験片に入った
z = −2.4 mmから 0.8 mm間隔で設定した．その結果を
Fig. 6に示す．z = −2.4 mmの位置が試験片からはずれ
たために試験片表面になり，回折が得られず測定点がな
い．また，T 材では回折が検出されないところが多く，
データ点が少ない．Fig. 6からわかるように，測定され
た格子定数の変化も大きく，2桁目が変化しており，弾
性ひずみを測定することは困難である．この原因は，溶
接部は粗大な集合組織であり，回折斑点は広がりを持ち，
エネルギー分解能と位置の分解能の精度が得られていな
いことによる．

Fig. 7は，白色Ｘ線ビームを溶接試験片に透過させ，そ
の回折像を DEM と CdTe ピクセル検出器で測定し，格
子定数 dを求めた結果である．Fig. 1 (a)の z 軸上に入射
ビームを移動しながら逐次測定した．カメラ長は約 650

mm,検出器位置 P1と P2の距離 Lは 400 mmである．回
折像の検出は位置 P1で 3× 3画面，位置 P2で 4× 4画面
で測定した．検出器を Fig. 2のように移動して，Fig. 1の
水平方向 (T方向)の格子面間隔 dを測定した．格子面間
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Fig. 7 Measured lattice spacing of center of welded specimen.

隔 dの測定には，2 0 0格子面を利用した．Fig. 7からわ
かるように，格子面間隔 dは大きくばらついており，ひ
ずみを測定する精度には達していない．その原因は，溶
接部の回折斑点があまりにも広く，回折位置の特定が困
難であることにある．エネルギー分解能が高くなれば，
回折斑点の回折半径方向は狭まり，回折斑点は広がらな
い．本実験では，検出器のエネルギー分解能が低いため
に，Fig. 5に示すように差分像の回折斑点が回折半径方
向に長い形になっている．その結果，回折半径の決定精
度が低く，格子面間隔の測定精度が得られない．
本節では，3.1 節で示した「従来法」を試したが，検

出器のしきい値の制御だけで格子面間隔の測定精度を得
ることは困難であった．

3 ·3 単色Ｘ線による二重露光法
DEMで溶接部のひずみ測定を実現するためには，「従

来法」では困難であったので，さらに 3.1節で述べた「単
色Ｘ線法」を試みた．シンクロトロン放射光の単色Ｘ線
を利用すれば，白色Ｘ線で問題になった波長分解能の問
題を解決できる可能性がある．
ビームラインは BL14B1の 70 keVの単色Ｘ線を利用し

て溶接試験片をDEMで測定した．測定位置は，溶接底の
表面を z = 0 mmとして Fig. 1 (a)の z 軸上を z = 1 ∼ 35

mmを 1 mm間隔で設定した．回折の測定方向は，水平
方向 (T)と垂直方向 (z)の 2方向である．CdTeピクセル
検出器の面積が狭く，1画面で 111回折から 311回折ま
で撮影できないので，P1と P2の各検出位置において 2

箇所で回折環を撮影した．
測定された回折像の例を Fig. 8に示す．図の左右の検

出像はそれぞれ P1と P2の像であり，上下が高・低回折角
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Fig. 8 Diffraction images at z = 1 mm with synchrotron X-ray
of 70 keV.

Fig. 4 Intensity map for square area in Fig. 2 (c).

同一方位の倍数波が重なることに起因する．そのため，
γ-Feの 3 1 1回折を測定しようとしても，1 1 1回折が強
すぎて，3 1 1回折がほとんど見えない状態になる．
以上のように，溶接部のＸ線応力測定には多くの課題

がある．この解決については，以下に述べる (1) ∼ (4)の
方法論を一つひとつ実施して，その結果を地道に蓄積す
る必要がある．
(1) 従来法　従来の方法論として白色Ｘ線と CdTe ピク
セル検出器を用いた DEMを本稿の 3.2節で述べる．

(2) 単色Ｘ線の利用　単色Ｘ線にすることで回折斑点の
数は減るが，エネルギー分解能の問題を解決できる．
本稿の 3.3節で単色Ｘ線によるDEMについて述べる．

(3) ゲージ体積を増やす　放射光のマイクロビームで測
定しても Fig. 3 (c)のように回折斑点の広がりが生じ
ている．(2) のように単色Ｘ線に切り替え，さらに
デンドライト組織からの回折環を得るために大きな
ゲージ体積にして，0 次元検出器にスリットを装着
して測定する．具体的には，研究炉 JRR-3で実施さ
れている中性子応力測定がこれに該当する．

(4) 回転スリットの活用　白色Ｘ線による溶接部の回折
像が広がる原因の一つは，検出器の各画素があらゆ
るところから来たＸ線を計測することである．各画
素が回折中心から来たＸ線だけを検出するようにす
ればよい．画素がどこを見ているか，つまりコリメー
ション (視準)を厳しくすることで，回折斑点を小さ
くできる可能性がある．既開発の回転スリット 7) と
DEMを組合せた計測も考えられる．

3 ·2 白色Ｘ線による二重露光法
前述の溶接部から製作した Fig. 1 (c) の曲げ試験片を

4点曲げ治具に装着した．Fig. 1 (c)のように，曲げ応力
は試験片の高さ方向に負荷され，圧縮ひずみは上側，引
張ひずみは下側になる．試験片の下側に貼ったひずみ
ケージで確認しながら，約 800 µεのひずみを負荷した．
SPring-8のビームライン BL14B1にて 0.2×0.2 mm2の寸
法の白色Ｘ線ビームを Fig. 1 (c)に示すように入射した．

(a) Energy threshold image (b) Differential 　

(c) Labeling (d) Centroid

Fig. 5 Example of processing diffraction image. Diffraction im-
age of γ-Fe 111.

この実験では DEMにより回折角を測定した．回折の
測定には 100×95画素の CdTeピクセル検出器を用いた．
検出器の位置 P1 および P2 の距離 L = 400 mm，P1 で
3 × 3画面，P2で 4 × 4画面で回折を計測した．それぞ
れの位置で CdTeピクセル検出器の露光時間はともに 2 s

にした．検出器で測定した回折面は γ-Feの 1 1 1回折で
ある．
測定された回折像の画像処理の例を Fig. 5に示す．CdTe

ピクセル検出器は，検出するＸ線エネルギー (keV)のし
きい値を制御することができる．Fig. 5 (a)は 74.5 keVし
きい値像であり，74.5 keV以上の回折が重畳した像であ
る．例えば，75.5 keVしきい値像と 73.5 keVしきい値像
との差分は，74.5 keVの単色Ｘ線回折像に相当する．そ
の差分像にノイズ除去，平滑化などの画像処理を施して
作成したのが Fig. 5 (b)である．このようにして，90∼60

keVまでの差分像の各斑点の強度変化を調べ，回折強度
の最大値から最適なブラック条件を判定する．最大値差
分像を 2値化した後，斑点の境界を膨張・収縮処理して
境界を滑らかにし，連続した同じ領域を抽出するラベリ
ング処理により斑点の領域を抽出した画像が Fig. 5 (c)に
なる．Fig. 5 (d)に示すように，この斑点領域の重心に小
さな十字の印を付した．
各斑点領域の重心から検出位置 P1と P2における回折

半径 r1, r2 を決定し，次式により回折角 2θ を求めた．

2θ = arctan
(r2 − r1

L

)
(1)

さらに，ブラッグ条件から格子面間隔 dを計算した．
T, L, z方向の曲げ試験片の白色Ｘ線回折像に前述の画

像処理を施して，DEMにより格子定数 dの変化を測定
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を測定する直接法 14) が用いられる．そのため，DEMで
測定したひずみ ε′T および ε′z の方位は，面内方向からそ
れぞれ θ傾き，面内のひずみ εT , εz と異なる．垂直入射
による透過法で測定したひずみ ε′T および ε′z と面内の応
力 σT , σz の関係は次式となる．

ε′T =
1 + νX
EX

σT cos2 θ − νX
EX

(σT + σz) (2)

ε′z =
1 + νX
EX

σz cos2 θ − νX
EX

(σT + σz) (3)

ただし，2θ は回折角，EX および νX はＸ線的弾性定数
である．これを変形して面内応力 σT および σz を求める
と次式が導かれる．

σT =
EX

(1 + νX) cos2 θ

[
ε′T + S′ (ε′T + ε′z)

]
(4)

σz =
EX

(1 + νX) cos2 θ

[
ε′z + S′ (ε′T + ε′z)

]
(5)

S′ =
νX

(1 + νX) cos2 θ − 2 νX
(6)

応力計算のＸ線的弾性定数はKrönerモデルにより計算し
た 15)．その計算に用いた単結晶のスティフネス c11 = 206

GPa, c12 = 133 GPa, c44 = 119 GPaの値は文献 16) から引
用した．その計算のサイトも用意されており 17)，計算し
た各格子面のＸ線的弾性定数を Table 2にまとめて示す．
また，便宜的にひずみ ε′T および ε′z は 2 0 0 回折と 2 2 0

回折の平均を用いているので，応力 σT , σz を求めるとき
も両回折の平均Ｘ線的弾性定数を用いた．
以上の手続きから得られた溶接部の残留応力 σT およ

び σz を Fig. 12に示す．溶接底部の溶接線横断方向の残
留応力 σT は約 150 MPaの引張を示し，板厚内部に向か

Table 2 X-Ray elastic constants for SUS316.

h k l 2 0 0 2 2 0 Mean
EX , GPa 144.1 209.8 177.0

νX 0.3473 0.2777 0.3125

σT
σz

BL14B1 at Spring-8, 2021A
Welded part of SUS316L
DEM, 70 keV
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Fig. 12 Distribution of welding residual stress.

い減少する．その後，変動するものの残留応力がない状
態になるが，z = 30 mmを過ぎると再び引張残留応力の
傾向が現れている．一方，溶接試験片板厚方向の残留応
力 σz は，溶接底部で圧縮傾向を示した後，変動はある
ものの大きな応力はなくなる傾向を示し，突合せ溶接の
残留応力分布を反映している．得られた応力分布は，溶
接部を溶接線方向 (L)に放電加工で厚さ 5 mmにて切り
出しているので，試験片の板厚方向の残留応力 σL が解
放されている．本来の残留応力 σL は溶接線 (溶接部中
央)で大きな引張を持つので，もし切り出されていなけ
れば，σT , σz はより大きな値を示していると思われる．
両者の残留応力 σT および σz の傾向は，溶接部の応

力を表していることから，放射光単色Ｘ線を利用して
DEMを用いることで溶接部の残留応力を評価すること
が可能である．本研究では板厚 5 mmなので，溶接線方
向の残留応力 σL が解放され，平面応力状態を仮定して
いる．中性子回折を用いて σL の大きさと分布を知るこ
とができれば，それとこの結果を相補的に利用して，溶
接底部の 3軸応力マップを得ることも可能である．

4 結　　　言
本研究では，シンクロトロン放射光Ｘ線を利用して

オーステナイト系ステンレス鋼 SUS316L のガスタング
ステンアーク溶接 (GTAW)の溶接部の残留応力を測定す
るＸ線的方法について検討した．得られた結論をまとめ
ると以下のごとくである．
(1)溶接部からの放射光白色Ｘ線ビームによる回折は，単
結晶と粗大粒の回折の中間の特徴を示す．単結晶よりも
結晶子の寸法は小さいが，粗大粒よりも遥かに大きい斑
点を示し，集合組織が顕著な回折パターンである．その
回折斑点の広がりが，溶接部のひずみ測定の困難の原因
である．
(2)溶接部から曲げ試験片を取り出して曲げ応力を負荷
して，従来のシンクロトロン放射光白色Ｘ線と DEMを
用いて曲げひずみを測定したが，大きな回折斑点からは
ひずみ測定の精度を得ることは困難であった．
(3)シンクロトロン放射光単色Ｘ線を用いてエネルギー
分解能を改善すると，集合組織のシャープな回折環が得
られた．それをDEMで回折角を測定すると，ひずみ測定
が可能となり，溶接底部の残留応力分布を得ることがで
きた．シンクロトロン放射光単色Ｘ線と二重露光法を用
いれば，溶接部の微小領域の残留応力測定が可能である．
本研究において，Mg単結晶の白色Ｘ線の回折像を北

見工業大学の吉田裕教授からご提供いただいた．本研
究は令和 2 年度学術研究助成基金助成金基盤研究 (C)

課題番号 20K04156の援助によるものである．また，本
実験は量子科学技術研究開発機構施設共用 (2020A3721,

2020A-H19, 2021A-H15)，文部科学省ナノテクノロジープ
ラットフォーム事業 (A-20-QS-0018, A-21-QS-0015)および
SPring-8利用研究 (2020A1425, 2021B2007)の支援を受け

度の回折像である．回折の指数付けも併せて示した．図
のように放射光単色Ｘ線を利用すると角度方向の分解能
が改善され，シャープな回折環が得られる．しかし，溶
接材の回折環は全周にわたることはなく，円弧状になる
集合組織に近い．この集合組織の回折を円周方向に ±5◦

の範囲で積分して回折プロファイルを得ることができる．
さらに，その回折曲線を Gauss関数で近似してピーク位
置を決定し，DEMにより P1および P2位置における回
折半径 r1 と r2 を求めた．検出器の P1と P2との移動距
離 Lは 500 mmである．

Fig. 8に示すように，z方向では γ-Feの 3 1 1回折が測
定できたが，T方向では検出範囲か狭く，γ-Feの 3 1 1回
折が計測範囲から外れていた．残留応力測定には，γ-Fe

の 2 0 0回折と 2 2 0回折を使用した．γ-Feの 1 1 1回折の
近くに α-Feの 1 1 0回折があるので，γ-Feの 1 1 1回折を
残留応力測定には使用しなかった．
溶接部に象徴される粗大な集合組織においては，回折

中心は結晶子ごとに異なるので，回折中心を試験片の特
定の位置に固定できない．Fig. 9は z 方向の回折半径の
測定結果である．溶接部の回折は，透過Ｘ線ビームパス
内の異なる位置の結晶子から生じるために，位置 P1の
回折半径 r1および位置 P2の回折半径 r2は大きく変動す
る．このまま r1 または r2 から正しい回折角度を知るこ
とは困難である．これに対し，DEMは r1 と r2 の差 ∆r

で回折半径を評価するので，粗大な集合組織の結晶子位
置による誤差をキャンセルできる優れた特徴がある．具
体的には，Fig. 9のように測定位置 z の変化に伴う r1 の
変動に対して，r2 の変動はあたかも r1 に同期する挙動
を示しており，回折半径を r2− r1で評価することで，結
晶子位置の影響を補正することができる．ゆえに，溶接
部のような粗大な集合組織を持つ場合は，DEM により
測角することで応力を評価できる．

DEMで得られた回折半径 r1, r2 から式 (1)により回折
角 2θ を求め，得られた格子面間隔 dを格子定数 aに変
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Fig. 9 Changes in diffraction radii at P1 and P2.
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Fig. 10 Measured strains by DEM.

換した．これにより 2 0 0回折と 2 2 0回折の格子面間隔
の依存性を取り去り，格子定数 aの変化で統一的に扱え
る．しかしながら，格子定数で表すと，高・低回折角の
各画面で測定した格子定数 aに差が見られたので，2 0 0

回折と 2 2 0回折の格子定数 aの差から検出器のステージ
の傾きを補正したところ，回折面による差異はなくなっ
た．しかし，T方向と z 方向の差異は残ったので，T方
向の無ひずみの格子定数を a0 = 3.59849 Åとし，z 方向
の無ひずみの格子定数を a0 = 3.60198 Åとした．また，
2 0 0 回折と 2 2 0 回折の格子定数 a の平均からひずみを
求めた．DEMで測定したひずみ ε′T および ε′z の結果を
Fig. 10に示す．

Fig. 10のエラーバーは標準偏差を示しており，回折強
度の低いピークでは誤差が大きくなる傾向を示した．T

方向のひずみ ε′T は溶接底部で引張を示した後に減少し，
溶接外面 (z = 50 mm)に近づくと再び引張に向かう傾向
を示した．また，板厚方向のひずみ ε′z の分布は溶接底
部で圧縮を示した後に圧縮が緩和され引張側に向かい，
再び z = 30 mmを過ぎると再び圧縮側へ変化している．
試験片の板厚が 5 mmであることから平面応力 (σL = 0)

を仮定して，Fig. 11のように試験片の面内において溶接
線横断方向応力を σT とし，溶接体の板厚方向 (z 方向)

の応力を σz とする．2 次元検出器で一度に多数の回折
を測定するため，DEMでは垂直入射Ｘ線によりひずみ

σT

σz

σLεL εT

εz

Welded part

θ

θ

εT‘

εz‘

Fig. 11 Definition of sample and coordinate systems for stress
analysis.
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を測定する直接法 14) が用いられる．そのため，DEMで
測定したひずみ ε′T および ε′z の方位は，面内方向からそ
れぞれ θ傾き，面内のひずみ εT , εz と異なる．垂直入射
による透過法で測定したひずみ ε′T および ε′z と面内の応
力 σT , σz の関係は次式となる．

ε′T =
1 + νX
EX

σT cos2 θ − νX
EX

(σT + σz) (2)

ε′z =
1 + νX
EX

σz cos2 θ − νX
EX

(σT + σz) (3)

ただし，2θ は回折角，EX および νX はＸ線的弾性定数
である．これを変形して面内応力 σT および σz を求める
と次式が導かれる．

σT =
EX

(1 + νX) cos2 θ

[
ε′T + S′ (ε′T + ε′z)

]
(4)

σz =
EX

(1 + νX) cos2 θ

[
ε′z + S′ (ε′T + ε′z)

]
(5)

S′ =
νX

(1 + νX) cos2 θ − 2 νX
(6)

応力計算のＸ線的弾性定数はKrönerモデルにより計算し
た 15)．その計算に用いた単結晶のスティフネス c11 = 206

GPa, c12 = 133 GPa, c44 = 119 GPaの値は文献 16) から引
用した．その計算のサイトも用意されており 17)，計算し
た各格子面のＸ線的弾性定数を Table 2にまとめて示す．
また，便宜的にひずみ ε′T および ε′z は 2 0 0 回折と 2 2 0

回折の平均を用いているので，応力 σT , σz を求めるとき
も両回折の平均Ｘ線的弾性定数を用いた．
以上の手続きから得られた溶接部の残留応力 σT およ

び σz を Fig. 12に示す．溶接底部の溶接線横断方向の残
留応力 σT は約 150 MPaの引張を示し，板厚内部に向か

Table 2 X-Ray elastic constants for SUS316.

h k l 2 0 0 2 2 0 Mean
EX , GPa 144.1 209.8 177.0

νX 0.3473 0.2777 0.3125

σT
σz

BL14B1 at Spring-8, 2021A
Welded part of SUS316L
DEM, 70 keV
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Fig. 12 Distribution of welding residual stress.

い減少する．その後，変動するものの残留応力がない状
態になるが，z = 30 mmを過ぎると再び引張残留応力の
傾向が現れている．一方，溶接試験片板厚方向の残留応
力 σz は，溶接底部で圧縮傾向を示した後，変動はある
ものの大きな応力はなくなる傾向を示し，突合せ溶接の
残留応力分布を反映している．得られた応力分布は，溶
接部を溶接線方向 (L)に放電加工で厚さ 5 mmにて切り
出しているので，試験片の板厚方向の残留応力 σL が解
放されている．本来の残留応力 σL は溶接線 (溶接部中
央)で大きな引張を持つので，もし切り出されていなけ
れば，σT , σz はより大きな値を示していると思われる．
両者の残留応力 σT および σz の傾向は，溶接部の応

力を表していることから，放射光単色Ｘ線を利用して
DEMを用いることで溶接部の残留応力を評価すること
が可能である．本研究では板厚 5 mmなので，溶接線方
向の残留応力 σL が解放され，平面応力状態を仮定して
いる．中性子回折を用いて σL の大きさと分布を知るこ
とができれば，それとこの結果を相補的に利用して，溶
接底部の 3軸応力マップを得ることも可能である．

4 結　　　言
本研究では，シンクロトロン放射光Ｘ線を利用して

オーステナイト系ステンレス鋼 SUS316L のガスタング
ステンアーク溶接 (GTAW)の溶接部の残留応力を測定す
るＸ線的方法について検討した．得られた結論をまとめ
ると以下のごとくである．
(1)溶接部からの放射光白色Ｘ線ビームによる回折は，単
結晶と粗大粒の回折の中間の特徴を示す．単結晶よりも
結晶子の寸法は小さいが，粗大粒よりも遥かに大きい斑
点を示し，集合組織が顕著な回折パターンである．その
回折斑点の広がりが，溶接部のひずみ測定の困難の原因
である．
(2)溶接部から曲げ試験片を取り出して曲げ応力を負荷
して，従来のシンクロトロン放射光白色Ｘ線と DEMを
用いて曲げひずみを測定したが，大きな回折斑点からは
ひずみ測定の精度を得ることは困難であった．
(3)シンクロトロン放射光単色Ｘ線を用いてエネルギー
分解能を改善すると，集合組織のシャープな回折環が得
られた．それをDEMで回折角を測定すると，ひずみ測定
が可能となり，溶接底部の残留応力分布を得ることがで
きた．シンクロトロン放射光単色Ｘ線と二重露光法を用
いれば，溶接部の微小領域の残留応力測定が可能である．
本研究において，Mg単結晶の白色Ｘ線の回折像を北

見工業大学の吉田裕教授からご提供いただいた．本研
究は令和 2 年度学術研究助成基金助成金基盤研究 (C)

課題番号 20K04156の援助によるものである．また，本
実験は量子科学技術研究開発機構施設共用 (2020A3721,

2020A-H19, 2021A-H15)，文部科学省ナノテクノロジープ
ラットフォーム事業 (A-20-QS-0018, A-21-QS-0015)および
SPring-8利用研究 (2020A1425, 2021B2007)の支援を受け

度の回折像である．回折の指数付けも併せて示した．図
のように放射光単色Ｘ線を利用すると角度方向の分解能
が改善され，シャープな回折環が得られる．しかし，溶
接材の回折環は全周にわたることはなく，円弧状になる
集合組織に近い．この集合組織の回折を円周方向に ±5◦

の範囲で積分して回折プロファイルを得ることができる．
さらに，その回折曲線を Gauss関数で近似してピーク位
置を決定し，DEMにより P1および P2位置における回
折半径 r1 と r2 を求めた．検出器の P1と P2との移動距
離 Lは 500 mmである．

Fig. 8に示すように，z方向では γ-Feの 3 1 1回折が測
定できたが，T方向では検出範囲か狭く，γ-Feの 3 1 1回
折が計測範囲から外れていた．残留応力測定には，γ-Fe

の 2 0 0回折と 2 2 0回折を使用した．γ-Feの 1 1 1回折の
近くに α-Feの 1 1 0回折があるので，γ-Feの 1 1 1回折を
残留応力測定には使用しなかった．
溶接部に象徴される粗大な集合組織においては，回折

中心は結晶子ごとに異なるので，回折中心を試験片の特
定の位置に固定できない．Fig. 9は z 方向の回折半径の
測定結果である．溶接部の回折は，透過Ｘ線ビームパス
内の異なる位置の結晶子から生じるために，位置 P1の
回折半径 r1および位置 P2の回折半径 r2は大きく変動す
る．このまま r1 または r2 から正しい回折角度を知るこ
とは困難である．これに対し，DEMは r1 と r2 の差 ∆r

で回折半径を評価するので，粗大な集合組織の結晶子位
置による誤差をキャンセルできる優れた特徴がある．具
体的には，Fig. 9のように測定位置 z の変化に伴う r1 の
変動に対して，r2 の変動はあたかも r1 に同期する挙動
を示しており，回折半径を r2− r1で評価することで，結
晶子位置の影響を補正することができる．ゆえに，溶接
部のような粗大な集合組織を持つ場合は，DEM により
測角することで応力を評価できる．

DEMで得られた回折半径 r1, r2 から式 (1)により回折
角 2θ を求め，得られた格子面間隔 dを格子定数 aに変
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Fig. 9 Changes in diffraction radii at P1 and P2.
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Fig. 10 Measured strains by DEM.

換した．これにより 2 0 0回折と 2 2 0回折の格子面間隔
の依存性を取り去り，格子定数 aの変化で統一的に扱え
る．しかしながら，格子定数で表すと，高・低回折角の
各画面で測定した格子定数 aに差が見られたので，2 0 0

回折と 2 2 0回折の格子定数 aの差から検出器のステージ
の傾きを補正したところ，回折面による差異はなくなっ
た．しかし，T方向と z 方向の差異は残ったので，T方
向の無ひずみの格子定数を a0 = 3.59849 Åとし，z 方向
の無ひずみの格子定数を a0 = 3.60198 Åとした．また，
2 0 0 回折と 2 2 0 回折の格子定数 a の平均からひずみを
求めた．DEMで測定したひずみ ε′T および ε′z の結果を
Fig. 10に示す．

Fig. 10のエラーバーは標準偏差を示しており，回折強
度の低いピークでは誤差が大きくなる傾向を示した．T

方向のひずみ ε′T は溶接底部で引張を示した後に減少し，
溶接外面 (z = 50 mm)に近づくと再び引張に向かう傾向
を示した．また，板厚方向のひずみ ε′z の分布は溶接底
部で圧縮を示した後に圧縮が緩和され引張側に向かい，
再び z = 30 mmを過ぎると再び圧縮側へ変化している．
試験片の板厚が 5 mmであることから平面応力 (σL = 0)

を仮定して，Fig. 11のように試験片の面内において溶接
線横断方向応力を σT とし，溶接体の板厚方向 (z 方向)

の応力を σz とする．2 次元検出器で一度に多数の回折
を測定するため，DEMでは垂直入射Ｘ線によりひずみ

σT

σz

σLεL εT

εz

Welded part

θ

θ

εT‘

εz‘

Fig. 11 Definition of sample and coordinate systems for stress
analysis.
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