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ﾍﾟｰｼﾞ 問題 箇所 修正前  修正後 

12 1-40 3行目 摩擦撹拌溶接 → 摩擦攪拌接合 
34 3-3 3行目 上記式より･･･分かる・ → この文章を削除 
39 3-9 問題全体 現行内容を削除 → 差替え（P.4に記載） 
40 3-10 （1）a. アンダマッチ継手では多軸応力状態を利用

して、溶接金属の降伏を生じる応力を大きく

し、母材の降伏応力にしている。 
 

→ 

アンダマッチ継手では多軸応力状態を利用

して、溶接金属に塑性変形を生じた後の変形

応力を大きくし，継手の引張強さを母材の引

張強さに近づけることができる。 
41 3-13 （3）問題文 ぜい性破壊限界の破壊じん性に･･･ → 破壊じん性に･･･ 
  （3）a. 材料の板厚 → 試験片の厚さ 

54 3-37 （3）問題文 設問および選択肢の修正 → (3) 繰返し荷重が作用する溶接継手に対し

て，選択すべき継手形式はどれか。 
a. 連続すみ肉溶接重ね継手 
b. 断続すみ肉溶接重ね継手 
c. 部分溶込み開先溶接継手 
d. 完全溶込み開先溶接継手  

  （4）問題文 設問および選択肢の修正 → (4) 部分溶込み溶接継手を用いることので

きる荷重条件で正しい記述はどれか。 
a. せん断荷重には使用可能である。 
b. 繰返し引張荷重には使用可能である。 
c. 溶接線に垂直な引張荷重は適用する設

計規準により可否が異なる。 
d. 曲げ荷重は適用する設計規準，曲げ方

向により可否が異なる。   
58 3-41 （6）図内 磁粉浸透探傷試験 → 蛍光磁粉探傷試験 
65 3-51 9行目 （∆K：応力拡大係数の変動幅、Ｎ：繰返し

数） 
 

（∆K：応力拡大係数の変動幅で単位は

mMPa ，da/dN は 1 応力繰返し当たり

のき裂進展長さで単位はm/cycle） 

81 5-5 4行目 慣性二次モーメント I → 断面二次モーメント I 
88 5-24 1行目 JASS 6 → JASS 6：2007 
 5-25 1行目 JASS 6 → JASS 6：2007 
 5-26 1行目 JASS 6 → JASS 6：2007 

147 6-81 英文 1行目 lethal 1 ⇒  → lethal 65 

  英文 2行目 UW-2(a)(2) → (2) 

  英文 3行目 UW-2(a)(3)  → (3) 

  英文脚注 1行目～5行目（下線部以下の英文） → 削除し、本文の後に文章追加（P.5に記載） 

  （1） Lethal substancesとは何か？ → Lethal substancesとはどのような特質のものか。 

  （2） （a）の規定内容の要旨を日本語で答えなさい。 

→ 

(2) Lethal substances を入れる容器の突合せ継

手に対して、どのような非破壊試験を要求してい

るか。 
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ﾍﾟｰｼﾞ 問題 箇所 修正前  修正後 

147 6-81 （3） 設問追加 

→ 

Lethal substancesを入れる容器を製作する場合、

どのような鋼材を用いた場合に溶接後熱処理を要

求しているか。 

148 6-84 英文 5行目 any process that will process → any process 

  英文 6行目と

7行目の間 

破線なし → 破線（The butt ･･･ は脚注） 

149 6-86 英文 1行目 formulus → equations 

 6-87 英文7～11行

目 

（2）および（3） 
→ 差替え（修正して2のみ、P6に記載） 

  設問（1） 圧力容器 → 容器 

  設問（2） 圧力容器の製作に使用できるアーク溶接方法以外

の方法を列挙しなさい。 
→ 容器の製作に使用できる圧接法を列挙せよ。 

  設問（3） 設問追加 
→ 

容器の製作に使用できる(1)、(2)以外の溶接法を列

挙しなさい。 

150 6-90 設問2行目 UW-32(a)、UW-32(b) →  (a)、(b) 

151 6-92 英文2行目 welding Opertor → welding operator 

 6-93 問題名 welding defects → weld defects 

152 6-97 問題名 NDT → Nondestructive examination 

  英文2行目 examind7 for the purpose of  
→ 

examined 71 before the penetration test is 

performed for the purpose of  

  英文脚注 1行目～3行目（下線部以下の英文） → 削除 

  設問（1） 課している → 行う 

  設問（2） どのような溶接部に全線非破壊試験が課せられ

る。 
→ 全線非破壊試験が要求される溶接部はどこか。 

  設問（3） どのような試験方法が適用されるか → 削除 

153 6-99 英文4行目 See Appendix E → see Nonmandatory Appendix E 

154 6-101 英文3行目 See Appendix F → see Nonmandatory Appendix F 

175 1-40 10行目 ④ 摩擦撹拌溶接 → ④ 摩擦攪拌接合 
177 1-45 3行目 TKY ジョイント → T継手・K継手・Y継手 
183 1-57 解答例（4） ランプ光 → 半導体レーザ 

  12行目 解答例（10） → 削除 
 1-58 4行目 かなり劣る → いく分劣る 
 1-59 6行目 極めて遅い → 遅い 

219 3-9 解答全体 現行内容を削除 → 差替え 
227 3-37 (3) (4) 設問および選択肢の修正による変更 → (3) d  (4) a、c、d 
232 3-51 11行目 52.8mm → 52.6 mm 

  14行目 45.6 → 45.5 

274 5-20 1行目 JASS 6 → JASS 6：2007 
276 5-26 8行目 JASS 6 → JASS 6：2007 
302 5-80 2～3行目 ･･･形鋼や鋼板については、･･･ → ･･･形鋼や鋼板を除いて、･･･ 
310 6-14 （1） t＝0.8×34000/（4×152×1－4×0.8）＝

24000/600.7＝39.95 → 40（mm） 
→ t＝0.8×30,000/（ 4×152×1－0.4×0.8）

＝24,000/607.7＝39.5 → 40（mm） 
  （2） t＝0.8×34000（/ 4×195×1－4×0.8）＝

24000/783.7＝30.62 → 31（mm） 
→ t＝0.8×30,000/（4×195×1－0.4×0.8）＝

24,000/779.9＝30.8 → 31（mm） 
313 6-21 8行目 （2－0.385×0.385×1.2）t≦0.385D → （2－0.385×1.2）t≦0.385D 

  9行目 （2－0462）t → （2－0.462）t 
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ﾍﾟｰｼﾞ 問題 箇所 修正前  修正後 

340 6-71 2行目 Cr-Mo低合金鋼 → Cr-Mo鋼 
348 6-81 （1） そのガスまたは液体の蒸気が空気と混じり

あっているかどうかを問わず、極少量でも 
吸入すると、生命にかかわるような性質の有

毒なガスまたは液体。 

→ 空気と混じりあっているかどうかを問わず、

ごく少量でも吸入すると、生命に危険がある

性質を持っている。 

  （2） 容器が液体または気体の致死的物質を含む

場合、すべての突合せ溶接継手は、UW-2 
(a)(2)および UW-2 (a)(3)、並びに UW-11 
(a)(4)の条項による場合を除いて、全線放 
射線透過試験（フルRT）を実施しなければ

ならない。ERW（電気抵抗溶接）製の管 
やチューブは、致死的物質を取り扱う胴やノ

ズルに使用してはならない。これらの容器 
を炭素鋼または低合金鋼で製作する場合は、

溶接後熱処理を実施しなければならない。 

→ 以下の(2)と(3)の規定および UW-11(a)(4)の
条項を除き、全線放射線透過試験を要求して

いる。 

  （3） 解答例 追加 → 炭素鋼あるいは低合金鋼を用いた場合に溶

接後熱処理を要求している。 
349 6-84 1行目 (c) テーパをつけた板厚変化部 → 削除 
350 6-86 1行目 デヴィジョン → ディビジョン 

 6-87 （1）2行目 サブマージアーク → サブマージアーク溶接 
  （2） 電子ビーム、フラッシュ、エレクトロスラグ、

爆接（爆発圧接）、誘導、慣性力また 
は連続駆動式摩擦圧接、レーザビーム、ガス、

抵抗、テルミット 

→ 

フラッシュ、（高周波）誘導、抵抗、加圧テ

ルミット、爆接（爆発圧接）、ガス圧接、お

よび慣性式および連続駆動式摩擦圧接 

  （3） 
解答例 追加 → 

電子ビーム、エレクトロスラグ、レーザ(ビ
ーム)、ガス、テルミットおよび摩擦撹拌溶

接(接合) 
 6-90 1行目 UW-32(a) →  (a) 

351  6行目 UW-32(b) →  (b) 

 6-91 5行目 検査官（Inspector) 
→ 

検査官（, ASMEではAuthorized Inspectorを意

味する) 

352 6-95 1・3行目 検査官（Inspector) 
→ 

検査官（, ASMEではAuthorized Inspectorを意

味する)              （2箇所） 

 6-96 2行目 検査官（Inspector) 
→ 

検査官（, ASMEではAuthorized Inspectorを意

味する)  

  3行目 意見する → 意味する 

353 6-99 3行目 （附属書E参照） → 〔附属書E (参考) 参照〕 

 6-101 3行目 （附属書F参照） → 〔附属書F (参考) 参照〕 

 
  



4 
 

【問題3-9】（アンダマッチ継手） 

図(a)に示すアンダマッチ継手の丸棒引張試験片では、母材の降伏応力σYBに比べて、溶接金属の降伏応力σYWは

小さい値である。図(b)に軸応力σyで溶接金属部が降伏している状態を示す。図(c)は図(b)の状態から、仮想的に

溶接金属部を分離し、溶接金属部を自由に収縮させた状態である。ミーゼスの相当応力に基づき、次の解析過程

を完成させて、図(a)のアンダマッチ継手の丸棒引張試験片と図(d)の溶接金属のみの丸棒引張試験片に引張応力

が加わる場合の降伏後の変形応力などを明らかにせよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図(a)のような継手がσy <σYWの範囲の軸引張応力σyを受ける場合，溶接金属に垂直応力は母材に生じる応力に

比較して大小関係はどのようか。（ ① ） 
(2) 溶接金属が降伏するまでの（ ② ）変形の範囲内では，母材も溶接金属も鋼であれば縦弾性係数やポアソ

ン比は等しいので，断面の収縮も等しい。そのため図(b)のような局所変形は生じない。すなわち溶接金属単

体の試験片である図(d)と変形の様相は同じ状況である。 
(3) 負荷応力σyが溶接金属の降伏応力σYWを超えると溶接金属は（ ③ ）変形を生じるが，母材は（ ② ）変

形のままであり，図(b)のような局所変形を生じる。溶接金属に引張の塑性変形を生じると，その部分は断面

収縮しようとするが，母材は弾性変形のままであり，溶接金属は自由な収縮ができない。このような状況を

塑性（ ④ ）と呼ぶ。 
(4) 図(c)にあるように溶接金属と母材を分離させ，溶接金属を自由に変形できる状態にすると，溶接金属の直径

は収縮し，母材の直径よりも小さくなる。逆に図(c)の状態から図(b)の状態に戻すためには，溶接金属の半径

方向に引張応力 I を考える必要がある。すなわち図(b)の状態では，軟質の溶接金属は（ ⑤ ）軸応力状態

となっている。 
 
金属材料の塑性変形中の応力は、次式で示すミーゼスの相当応力σeqで表される。 

( ) ( ) ( ) ( )2222222
eq 62 zxyzxyxzzyyx τττσσσσσσσ +++−+−+−= （σ：垂直応力，τ：せん断応力） 

簡単のためにせん断応力τを省略し，３軸応力(σx, σy, σz)のみでミーゼスの相当応力σeqを考える。 
 
(5) 図(c)において溶接金属部のミーゼスの相当応力σeqを考えると，(σx, σy, σz)= (I, σy, I)でありミーゼスの相当応力

σeqは（ ⑥ ）となる。 
(6) 溶接金属単独の試験片が軸引張荷重を受ける場合（図(d)），降伏開始直後に図(b)のような状況は生じないた

め，ミーゼスの相当応力σeqは（ ⑦ ）となる。 
(7) 従って，アンダマッチ継手の降伏後の変形応力は，溶接金属単独の場合の変形応力と比較して，大小関係は

どのようか。（ ⑧ ） 

σy 

σy 

I I 

I I 

I I 

I I 

σy 

σy 

溶接金属σYW 

（σYW<σYB） 

σy 

σy 

σy 

σy 

σx=I 

σz=I 

σx=I 

σz=I 

(b)軸力で溶接金属が 
先行降伏 

(c)仮想的に溶接金属部を分離 

(a)アンダマッチ継手から 
切り出した丸棒 

母材σYB 

母材σYB 

σy 

σy 

試験片全体が溶

接金属：σYW 

 

(d)溶接金属単独の丸棒 

σy 

σy 
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【解答】①溶接金属に生じる垂直応力は母材に生じる応力と等しい。， ②弾性， ③塑性， ④拘束， ⑤３， 

⑥σy-I， ⑦σ y， ⑧アンダマッチ継手の降伏後の変形応力（等しいσeqにおけるσ y）は，溶接金属単独の場合の

よりも大きい。 
 
【解説】金属材料の塑性変形は、ミーゼスの相当応力σeqが降伏応力σYを超えると生じる。すなわ

ち， 

( ) ( ) ( ) ( ) 2
Y

2222222
eq 262 στττσσσσσσσ >+++−+−+−= zxyzxyxzzyyx  

σ：垂直応力，τ：せん断応力 
簡単のためにせん断応力τを省略し，右図に示す金属立方体に作用している３軸応力(σx, σy, σz)を
考える。今，(σx, σy, σz)= (0.2σy, σy, 0.2σy)の時，この金属材料の降伏応力をσYとすると，塑性変形

開始時のσyはσYの1.25倍となる。(σx, σy, σz)= (-0.25σy, σy, -0.25σy)の場合には，塑性変形開始時の

σyはσYの0.8倍となる。y方向の引張応力に対して，横方向（x方向，z方向）にも引張応力が作用

する３軸引張応力状態では，降伏時のy方向の応力は材料の降伏応力σYよりも大きくなり，横方向に圧縮される

状態では，降伏時のy方向の応力は材料の降伏応力σYよりも小さくなる。 
 ミーゼスの相当応力σeqは塑性変形開始の判定だけでなく，塑性変形開始後の（等しい塑性ひずみ量における）

変形応力にも対応するものであり，応力状態（σx, σzの正負や大きさ）に依存して１軸引張応力である引張試験

の応力―ひずみ関係に比較して，σyは高応力側や低応力側に変化し得る。 
 
 
 
 
 
 
【問題6-81】(Lethal substances) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  青下線：修正箇所 
  赤下線：追加箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 

σy 

σy 

σx 

σz 

σx 

σz 

金属立方体 
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問題6-87】(Welding processes) 
 

 
 
  緑下線：差替箇所 


