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既設鋼橋の補修溶接部の品質向上を目的に，現場で使用できる簡易熱源（シート状セラミックヒータ
ー）を用いた熱処理による残留応力緩和効果を検証した．すみ肉まわし溶接継手を対象に一連の実験を実
施し，選定した熱源により，熱処理に要求される温度履歴が高精度に管理できることを確認した．溶接部
には母材の降伏応力にほぼ等しい引張残留応力が生じていたが，熱処理により残留応力がほぼゼロに緩和
されることが分かった．また，高温クリープ特性を考慮した熱弾塑性解析により熱処理過程をシミュレー
ションし，残留応力の緩和メカニズムを明らかにした．一方，疲労試験を行い，溶接ままの継手に比べ熱
処理により残留応力を緩和したすみ肉まわし溶接継手は低応力範囲（100MPa）において疲労寿命が2倍程
度になることを示した．
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1. 緒言

術の適用が検討され，その効果が検証されている5)8)．
これらの手法は比較的簡便で疲労寿命の向上効果が大き
鋼橋に代表される多数の土木鋼構造物の高経年化が進
いため，補修溶接部への適用可能性は高いと考えられる．
行し，適切な補修補強によって維持管理していくことが
しかし，狭隘な部位等で処理工具を溶接部に当てること
社会的な課題となってきている．鋼橋においては桁端部
が困難な場合には，これらの手法の適用は不可能である．
の腐食損傷や溶接部における疲労き裂が散見され，これ
また，補修溶接部の残留応力を低減することで疲労寿
らの損傷に対する種々の補修補強技術が提案されてい
命を向上させる低温変態溶接材料の適用に関する研究も
1)4)
る ．腐食による減厚部や疲労き裂に対して，ボルト
実施されている9), 10)．溶融状態から冷却する過程の比較
接合による当て板補修1)が実施されることが多いが，桁
的低温の領域でマルテンサイト変態し膨張する特殊な溶
接材料を用いることで，溶接部の引張残留応力を低減す
端部のように構造が複雑で狭隘な部位ではボルト接合が
ることができる．この溶接材料を補修溶接に適用するこ
困難な場合がある．また，母材部に穿孔する必要がある
とで溶接部の疲労寿命が向上する可能性が示されている
ことや，ボルトによる重量の増加が課題となる．一方，
が，特殊な材料であるため現状では一般的な普及には至
実施例は多くないが疲労き裂の除去，埋戻しや補強部材
2)4)
っていない．
の取付けに溶接接合が適用される場合がある ．しか
一方，溶接部の品質確保には予熱・後熱等の熱処理が
し，作業スペースや姿勢，風の影響により，補修現場は
有効であり，圧力容器やプラント等の鋼構造物では一般
工場等の製作現場に比べ作業性が悪くなることが多く，
に適用されている11)13)．鋼橋においても新規部材の製作
溶接割れや欠陥が発生しやすくなる．また，割れや欠陥
が発生しなくとも，良好なビードが形成しにくくなる等， では低温割れ発生防止のために板厚に応じて溶接前の予
溶接品質の確保が困難になる．品質の低い補修溶接部か
熱を行う必要がある14)．また，溶接部の組織の安定化お
らは供用後に疲労き裂が発生する可能性が高くなる．
よび残留応力緩和のために溶接後熱処理（PWHT）が実
補修溶接部における疲労き裂の発生を抑止するための
施される15)．
手法として，溶接止端部の処理や各種ピーニング処理技
予熱については，ガスバーナーを用いて継手周辺を局
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所的に加熱することが多く，工場に限らず既設鋼橋の補
修現場でも実施は可能である16)．一方，後熱については，
組み立てられた比較的大きな構造部材を加熱するため，
工場では大規模な加熱炉を使用するのが一般的である17)．
既設鋼橋の補修部に対しては製作現場で使用する大規模
な加熱炉による後熱処理を適用することはできない．
これに対し本研究では，鋼橋の現場補修溶接における
品質向上のため，構造が複雑で狭隘な補修溶接部近傍を
対象とした熱処理の適用性とその効果を検証した．補修
溶接部近傍のみを加熱するため，温度制御が容易で現場
で適用可能な小型の熱源（シート状セラミックヒータ
ー）11)を用い，実構造において疲労き裂の発生事例が多
い面外ガセット溶接継手のすみ肉まわし溶接部を対象と
して熱処理実験を実施した．簡易熱源により熱処理に必
要な温度管理が可能か否かを明確にするとともに，熱処
理によるまわし溶接部の残留応力緩和効果を検証した．
また，熱弾塑性解析によるシミュレーションを行い，溶
接と熱処理の過程を再現することで溶接残留応力の緩和
メカニズムを明らかにした．さらに，熱処理により残留
応力を緩和したまわし溶接継手を疲労試験に供し，疲労
寿命の向上効果を確認した．

て自在な形状，寸法に組み立てることができ，形状が複
雑な溶接部にも適用することができる．また，ガスバー
ナーのように火炎を用いる訳ではないので，作業安全性
が高く，軽量で作業性も良い．最高加熱温度は1000℃で
あり，被加熱対象物に熱電対を取付け，対象物の温度を
計測しながら加熱および保持を行うことで高精度な温度
制御が可能なシステムを有している．熱源は溶接機と同
程度の容量の電源で使用でき，現場では発電機を利用す
ることが可能である．制御装置は卓上に設置できる程度
の大きさ（約300mm×500mm×600mm）であり，現場での
使用が可能である．

3. すみ肉まわし溶接継手に対する熱処理実験

2. 熱処理に用いる熱源の選定

(1) 実験供試体
既設鋼橋において疲労き裂の発生事例が多い面外ガセ
ット溶接継手を想定し，比較的簡単ではあるが三次元的
な形状を有するすみ肉まわし溶接継手を実験供試体とし
て選定した．実験供試体の形状および寸法を図-2に示す．
主板およびリブは同じ鋼材で構成した．主板とリブの鋼
種はSM490YAであり，板厚は12mmである．用いた鋼材
の化学組成および機械的性質（ミルシート値）を表-1に
示す．溶接ワイヤはJIS Z 3313に準拠したYFW-C50DMで

既設鋼橋の補修溶接部に対し熱処理を実施する場合，
使用する熱源は以下の条件を満たす必要がある．
・複雑な形状を有する鋼橋の補修溶接部にフレキシブ
ルに対応させることができる．
・現場で安全に使用できる．
・熱処理に必要な高精度な温度管理ができる．
その結果，イギリスCOOPERHEAT社が開発したシート
状のアルミナセラミックヒーター（図-1）11)が上記の条
件を満たす可能性があると考えた．このヒーターはアル
ミナセラミックの小片（約25mm×25mm）を組み合わせ

あり，半自動CO2溶接ですみ肉まわし溶接継手を作製し
た．溶接ワイヤの化学組成および機械的性質（カタログ
値）18)を表-1に示す．溶接条件は，電流230A，電圧30V，
溶接速度はまわし部で25cm/min，直線部で30cm/minであ
る．まわし溶接部でビードが不連続にならないように，
リブの一端から25mm離れた位置を起点に1パス目の溶接
を開始し，まわし部を溶接してそこから連続的に直線部
を溶接した．リブの他端から25mm離れた位置で1パス目
の溶接を終了し，そこからトーチを持ち替えて2パス目
の溶接を開始し，残りの部分を溶接した．
実験では図に1，2で示すように主板表面における止端

ヒーター

面外ガセット溶接継手
(a) 面外ガセット溶接継手への設置状況

(b) 制御装置

図-1 シート状アルミナセラミックヒーター
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YFW-C50DM(Φ 1.2mm)
溶接条件
電流 230A，電圧 30Ｖ
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まわし部：25cm/min，直線部：30cm/min

図-2 すみ肉まわし溶接継手供試体
表-1 供試鋼材の化学組成および機械的性質（ミルシート値およびカタログ値 18)）

化学組成
鋼 種

C

Si

Mn

機械的性質
P

S

降伏応力

wt%

引張強度

MPa

伸び
%

母材

SM490YA

0.15

0.41

1.41

0.013

0.004

415

541

27

溶接ワイヤ

YFW-C50DM

0.06

0.52

1.43

0.012

0.009

528

584

27

から10mmおよび20mmの位置に熱電対を取付け，溶接時
の温度履歴を計測した．測定した温度履歴は後述する熱
弾塑性解析による溶接シミュレーションの妥当性検証デ
ータとして用いた．

の部分を避けるようにヒーターを設置した．実施工では，
対象部位を効率的に加熱するため，ヒーターの設置面お
よびその周辺は断熱材（ガラス繊維）で覆うことが基本
である．本実験では，供試体の主板の表裏面は断熱材で
覆ったが，リブは露出させた．なお，実験時の気温は
29℃であった．
熱処理時の温度管理については，JIS Z 3700 溶接後熱
処理方法 15)に準拠し，溶接止端部からのど厚の 2 倍だけ
離れた位置（本供試体の場合，止端から 10mm）に取り
付けた 1 の熱電対により供試体の温度を計測しながら，
ヒーターの入熱を制御した．JIS Z 3700 によれば，加熱
過程の 425℃以上の領域では加熱速度は 220℃／hr 以下
であり，最低保持温度は 595℃，最小保持時間は約 30
分である．また，冷却過程の 425℃以上の領域では冷却
速度を 280℃／hr 以下とする必要がある 15)．本実験では，
加熱および冷却過程において 1 および 2 の熱電対の位置
での温度が加熱速度および冷却速度を 150℃／hr となる
ようにし，保持温度を 600℃，保持時間を 1 時間とした．
1 および 2 の熱電対により熱処理時の温度履歴を測定し
た結果を図-4 に示す．表側加熱，裏側加熱ともに，本

(2) 熱処理実験
選定した簡易熱源（シート状セラミックヒーター）を
用いて，すみ肉まわし溶接継手供試体の熱処理実験を実
施した． 既設鋼橋においては，桁端狭隘部や閉断面構
造等，熱処理の対象となる溶接部に直接ヒーターを接触
させることができない場合も想定される．溶接部に直接
ヒーターを接触させなくとも熱伝導により溶接部の熱処
理を行うことができれば，止端処理やピーニング処理が
困難な部位において熱処理の適用の可能性が高くなるも
のと考えられる．そのため，すみ肉まわし溶接部に直接
ヒーターを接触させるケース（表側加熱と称す）と，リ
ブのない裏側にヒーターを接触させるケース（裏側加熱
と称す）の二種類に対して実験を実施した．
図-3 に示すように，加熱範囲は表側加熱，裏側加熱
ともに 300mm×150mm であり，表側加熱の場合はリブ

210

土木学会論文集A1（構造・地震工学）, Vol. 71, No. 2, 208-220, 2015.

Unit: mm
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図-3 熱処理実験の状況

(b) 裏側加熱

(a) 表側加熱
図-4 熱処理時の温度履歴

研究で使用した熱源により，溶接後熱処理に要求される
高精度な温度制御が可能であることが確認できた．

金属の組織がやや微細化していることを確認した．
b) ビッカース硬さ試験
熱処理の効果を簡便に検証することを目的として，一
(3) 溶接部組織観察およびビッカース硬さ試験
般に硬さ試験が実施される 19)．すなわち，溶接による熱
a) 組織観察
影響部の硬化が熱処理によって緩和されていることを確
認し，適切に熱処理が行われているかを評価する．本研
熱処理に伴う溶接部の組織の変状を確認するため，マ
クロ写真観察および組織写真撮影を実施した．溶接まま， 究で用いたすみ肉まわし溶接継手の母材，熱影響部およ
び溶接金属に対しビッカース硬さ試験を実施した結果を
熱処理（表側加熱および裏側加熱）後のすみ肉まわし溶
図-5 に示す．
接部の断面マクロ写真および金属組織写真を表-2 に示
溶接ままでは熱影響部の最高硬さは190～230HVであっ
す．溶接割れや熱処理による割れ等は観察されなかった．
熱処理時の加熱温度は A1 変態点（約 720℃）以下の約
たが，表側加熱，裏側加熱ともに熱処理により熱影響部
の硬さが130HV程度に低下していた．すなわち，適切に
600℃であったため，母材の金属組織は溶接ままと比べ
てほとんど変化していなかったが，熱影響部および溶接
熱処理が行われたことを結果は示唆している．
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表-2 断面マクロ写真および金属組織写真

熱処理

溶接まま

表側加熱

裏側加熱

断面マクロ

母材

金属
組織

熱影響部

溶接金属

y
溶接金属

12

10
10

リブ

10

Unit: mm

x
ひずみゲージ

10

溶接方向
5

10

10

10

図-6 ひずみゲージ貼付位置

（y）方向に約 148MPa の残留応力が生じていた．一方，
熱処理後は，表側加熱，裏側加熱ともに残留応力の緩和
効果が見られた．まわし溶接止端部から 5mm の位置
（x=5）における溶接線直交（x）方向の残留応力 σx（止
端部の疲労強度に影響を及ぼす方向の応力）は，表側加
熱では平均約 18MPa，裏側加熱では平均約 24MPa まで
緩和されていることが確認できた．

図-5 ビッカース硬さ試験結果

(4) 残留応力測定
熱処理による残留応力の緩和効果を確認するため，応
力弛緩法により残留応力を測定した．溶接ままおよび熱
処理後の供試体に対し，図-6 に示す位置に二軸ひずみ
ゲージ（ゲージレングス 1mm）を貼付し，ひずみゲー
ジの周辺を切断するとともに，切断に伴い解放されるひ
4. 熱弾塑性解析による溶接および熱処理過程の
ずみを計測した．切断小片は，一辺の長さ約 10mm を目
シミュレーション
標とした．
解放ひずみから求めた残留応力の分布を図-7 に示す． (1) 溶接過程のシミュレーション
溶接ままでは，まわし溶接の止端部から 5mm の位置
簡易熱源を用いた熱処理による残留応力の緩和メカニ
（x=5）には溶接線直交（x）方向に約 370MPa，溶接線
ズムを明らかにするため，熱弾塑性解析によるシミュレ
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(a) 溶接線直交（x）方向応力成分の

(b) 溶接線（y）方向応力成分の

溶接線直交方向分布

溶接線直交方向分布

(c) 溶接線直交（x）方向応力成分の

(d) 溶接線（y）方向応力成分の

溶接線方向分布

溶接線方向分布
図-7 溶接残留応力の分布

図-8 すみ肉まわし溶接の熱弾塑性解析モデル
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(a) 機械的性質

(b) 物理定数
図-9 機械的性質および物理定数の温度依存性

図-10 溶接時の温度履歴（実験および解析）

(a) 溶接線直交方向の応力分布

ーションを実施した．
まず，すみ肉まわし溶接継手供試体の残留応力分布を
再現するため，溶接の過程をシミュレーションした．有
限要素解析モデルを図-8に示す．解析には，汎用ソフト
ABAQUS Ver. 6.13の温度―変位連成解析を使用した．8節
点ソリッド要素を用いてモデルを構築し，溶接金属部に
投与する入熱量は式(1)に基づき溶接条件から決定した．
また，要素生成機能により熱源の移動を考慮した．
材料の機械的性質および物理定数の温度依存性につい
ては文献20), 21)を参照し，図-9に示すようにモデル化し
た．応力―ひずみ関係はバイリニア形とし，硬化域の勾
配は各温度における降伏応力と降伏ひずみ，引張強度と
伸びから決定した．
Q  EI / v

(b) 溶接線方向の応力分布

(1)

図-11 溶接残留応力の再現結果

ここに， Q：入熱量（J/mm）
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η：熱効率（アーク溶接の場合，65～80%16)）
E：溶接電圧（V）
I ：溶接電流（A）
v：溶接速度（mm/s）

(2) 熱処理過程のシミュレーション
a) 非定常熱伝導解析
溶接時と同様に，熱処理過程を熱弾塑性解析によりシ
ミュレーションした．まず，熱処理過程の温度履歴を再
現するため，非定常熱伝導解析を実施した．
熱処理過程の解析モデルの概要を図-12 に示す．表側
加熱の供試体の場合は主板上面，裏側加熱の場合は主板
下面の 300mm×150mm の領域に対し，それぞれ表面熱
流束を与えた．また，実験では主板の上下面はガラス繊
維を用いて断熱した（図-3 参照）．断熱材の熱伝達率
を実験的に求め解析に考慮するため，200mm×100mm×
12mm の SM490YA 鋼板に熱電対を取付け，電気炉で
600℃まで加熱した．その後，鋼板を炉から取出し断熱

非定常熱伝導解析により得られた温度履歴を図-10に
示す．溶接時に止端部から10mmおよび20mm離れた位置
に取り付けた熱電対1および2により測定した温度履歴を
解析により比較的精度良く再現することができた．
非定常熱伝導解析の結果を入力データとし，熱弾塑性
応力解析を実施し得られた残留応力の分布を図-11に示
す．継手の長さ（x）方向および幅（y）方向の応力成分
ともに，実験で得られた残留応力分布を解析により概ね
再現することができた．

図-12 熱処理過程の熱弾塑性解析モデル（表側加熱）

(b) 200mm×100mm×12mm の鋼板の
加熱・冷却実験

(a) 断熱材の熱伝達率

図-13 断熱材の熱伝達率の決定
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(a) 表側加熱

(b) 裏側加熱
図-14 熱処理時の温度履歴（実験および解析）

材で覆った状態で常温まで冷却する過程の温度履歴を測
定した．この実験を非定常熱伝導解析により模擬し，実
験で得られた温度履歴を再現できる熱伝達率を試行錯誤
的に決定した．このようにして求めた断熱材の熱伝達率
と，上述の実験およびその解析結果を図-13 に示す．以
降の熱処理過程のシミュレーションでは，主板の上下面
および側面では図-13(a)に示す熱伝達率を用いた．一方，
リブについては断熱しなかった（図-3 参照）ため，鋼
板から大気中への熱伝達率（図-9(b)）を考慮した．
ヒーターによる入熱量については，熱処理時の温度履
歴（図-4）が再現できるように，タイムステップ毎に与
える熱流束の大きさを調整した．
非定常熱伝導解析を行った結果を図-14 に示す．熱電
対 1，2 で得られた実験の温度履歴を解析により精度良
く再現することができた．
b) 熱弾塑性クリープ解析
熱弾塑性解析において溶接後熱処理による残留応力の
緩和を再現するには，鋼材の高温クリープ特性を考慮す
る必要がある22)．このため，既往の文献23)，24)を参照
し式(2)に示すように時間硬化型のべき乗則で表される
鋼材のクリープひずみを定式化した．


 cr  Aq~ nt m

(2)

(4)

(5)
m  0.65
ただし，Tは温度であり，クリープひずみが発生するの
は温度が400℃以上600℃以下の範囲のみとする．
非定常熱伝導解析により得られた温度履歴を用い，上
述のクリープ特性を考慮し熱弾塑性解析を行った．熱弾
塑性解析により得られた熱処理後の応力分布を図-15お
よび図-16に示す．表側加熱，裏側加熱ともに，熱処理
によって溶接残留応力が緩和された状態を解析により概
ね再現することができた．すなわち，解析手法の妥当性
を一連の結果は示唆している．
一方，まわし溶接止端部近傍（x=5mm，y=0mm，
z=0mm）に注目し，熱処理過程における残留応力（x方
向の応力成分）の経時変化の挙動を図-17に示す．温度
上昇過程の400℃を越えた時点からクリープひずみが発
生し，残留応力が緩和されていることが分かった．温度
が600℃を越え保持状態に入った時点では応力はほぼゼ
ロになっていた．また，鋼材のクリープ特性を考慮せず
に実施した解析結果も図に示している．温度上昇過程の
400℃まではクリープひずみは発生しないため，クリー
プ特性を考慮してもしなくても応力の挙動は同じである．
400℃を越えた後，熱ひずみの増加により，クリープ特
性を考慮しなくても溶接残留応力は少し緩和されるが，
最終的な残留応力は十分に緩和されていない．熱処理に
よる残留応力緩和の主要因は，温度上昇過程におけるク
リープひずみの発生，増加であることを再確認した．
ところで，本研究における熱処理の加熱時間および保
持時間はJISによる規定15)に準拠したものであるが，これ
は，熱処理対象部位の温度を均等にするための条件であ
る．本研究で実施した熱処理のシミュレーションを適用
することで，対象部位が比較的小さく限定される場合に



ここに，  ：相当クリープひずみ速度
q~ ：相当偏差応力
cr

A ：べき乗数
n ：応力次数
m ：時間次数
t ：時間
であり，A，n，mは以下のように表される．
A  2.8  e 0.0667T  10 20

n  (808 .3  T ) / 83 .3

(3)
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(b) 溶接線方向の応力分布
(a) 溶接線直交方向の応力分布
図-15 表側加熱による熱処理後の応力分布

(b) 溶接線方向の応力分布
(a) 溶接線直交方向の応力分布
図-16 裏側加熱による熱処理後の応力分布

は残留応力を緩和するために要する加熱時間や保持時間
を短縮できるような条件が特定できる可能性がある．
本研究で使用した供試体は比較的小さかったことに加
え，供試体のほぼ全部を断熱材で覆ったため，熱処理時
には供試体の温度はほぼ均等になった．実際の鋼橋の補
修溶接部に局所的に熱処理を行うことを想定すれば，熱
処理部とその他の部位には大きな温度差が生じると予測
される．本研究で提示した熱処理のシミュレーション手
法により，このような温度差が構造物全体の応力および
変形の発生に及ぼす影響が検討できると思われる．また，
小型の供試体に比べ，実構造物の寸法では熱伝導の影響
が大きく，補修溶接部を熱処理する場合に要するヒータ
図-17 溶接止端部の応力緩和挙動
ーの容量が大きくなるとともに，熱処理に要する時間が
長くなることが予測される．対象構造物の形状および寸
法に応じて，熱処理に必要となるヒーターの容量，設置
たシミュレーション手法が有効になると考えられる．
面積および断熱範囲を決定する上でも，本研究で提示し
一方，既設鋼橋の補修溶接部に対して局所的な熱処理
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350

150
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図-18 四点曲げ疲労試験の載荷方法

を行う場合，部材の変形が拘束されることや，死荷重
（供用下での施工では活荷重）が残留応力の緩和挙動に
影響を及ぼすことが予測される．実構造物への熱処理の
適用性を検討する上で，これらの影響を明らかにするこ
とは今後の課題と考えるが，本研究で提示した熱処理の
シミュレーション手法はその検討にも有用と思われる．

図-19 疲労試験結果

命の改善に対して有効になるか否かを検討した上で，熱
処理の適用を判断する必要があることを一連の結果は示
唆している．

5. 疲労試験による残留応力緩和効果の確認
簡易熱源による残留応力の緩和効果を疲労寿命の向上
の観点から評価するため，疲労試験を実施した．溶接ま
まと，表側加熱により熱処理したすみ肉まわし溶接継手
それぞれ7体を図-18に示すように四点曲げ疲労試験に供
した．裏側加熱により熱処理した供試体については，表
側加熱の場合と同様に溶接残留応力が緩和されているも
のと考え，表側加熱により熱処理した供試体と溶接まま
の供試体のみを疲労試験に供した．
応力範囲は主板の引張面に作用する曲げ応力の公称値
から決定し，応力比は0.1とした．なお，磁粉探傷によ
りまわし溶接部における疲労き裂の発生を逐次確認し，
いずれかのまわし溶接止端部に約10mmの疲労き裂が検
出された時点を疲労寿命とした．
疲労試験の結果を図-19に示す．熱処理を施した継手
については，応力範囲が150MPa以下の場合は残留応力
の緩和による疲労寿命の向上効果が確認できた．応力範
囲100MPaでは，溶接ままに比べ熱処理した継手の疲労
寿命が2倍程度になった．応力範囲が150MPaよりも大き
い場合は溶接ままと熱処理した継手の疲労寿命はほぼ同
じであった．
継手形式や寸法によるが，応力範囲が大きい場合，疲
労き裂発生位置では残留応力の緩和による平均応力の低
減が疲労寿命の向上に及ぼす影響は小さい25)．すなわち，
応力範囲が大きい（本実験で用いた供試体では150MPa
よりも大きい）場合は熱処理を施しても継手の疲労寿命
は向上しない．継手形式，寸法および疲労き裂発生位置
に作用する応力範囲を考慮し，残留応力の緩和が疲労寿
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6. 結言
既設鋼橋の補修溶接部に対し，熱処理により残留応力
を緩和し溶接部の疲労寿命を向上させることを想定し，
現場で使用できる簡易熱源（シート状セラミックヒータ
ー）を用いて一連の実験を行った．また，熱弾塑性解析
によるシミュレーションを行い，残留応力の緩和メカニ
ズムについて検討した．
得られた主な知見を以下に示す．
(1) すみ肉まわし溶接継手に対し，リブのある主板表側
とリブのない裏側からそれぞれヒーターを取付け，
熱処理（応力除去焼鈍）を実施した．表側，裏側い
ずれからの加熱であっても熱処理に要求される温度
履歴を高精度に制御することができた．
(2) すみ肉まわし溶接継手のリブのある主板表側とリブ
のない裏側のいずれから加熱した場合も，熱処理に
よりまわし溶接部近傍の引張残留応力がほぼゼロに
緩和されることが分かった．
(3) 熱弾塑性解析により簡易熱源を用いた熱処理の過程
をシミュレーションする手法を提示した．熱処理の
過程では熱ひずみの増加により溶接残留応力はやや
緩和されるが，熱ひずみの増加だけでは残留応力は
十分に緩和されないことを示すとともに，熱処理に
よる残留応力緩和の主要因は，温度上昇過程におけ
るクリープひずみの発生とその増加であることを再
確認した．
(4) 本研究で提示した熱処理過程のシミュレーション手
法を適用することで，実構造物において熱処理の対
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象部位が比較的小さく限定される場合には，残留応
力緩和のために要する加熱時間や保持時間を短縮で
きるような条件が特定できる可能性がある．また，
鋼橋の補修溶接部のように局所的に熱処理を行うこ
とを想定すれば，熱処理を実施しない他の部位の温
度変化や応力の変化の検討が可能になることを結果
は示唆していた．
(5) 溶接ままと熱処理した継手を四点曲げ疲労試験に供
し，応力範囲が150MPaより小さい場合には残留応
力緩和の効果により疲労寿命が向上することを確認
した．応力範囲が100MPaの場合は，溶接ままに比
べ熱処理した継手の疲労寿命が2倍程度になった．
一方，応力範囲が150MPaよりも大きい場合は，溶
接ままと熱処理した継手の疲労寿命はほぼ同じであ
った．
(6) 継手形式や寸法によるが，応力範囲が大きい場合，
疲労き裂発生位置では残留応力の緩和による平均応
力の低減が疲労寿命の向上に及ぼす影響は小さい．
継手形式，寸法および疲労き裂発生位置に作用する
応力範囲を考慮し，残留応力の緩和が疲労寿命の改
善に対して有効になるか否かを検討した上で，熱処
理の適用を判断する必要があることを一連の結果は
示唆していた．
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RESIDUAL STRESS RELAXATION OF BOX WELDED JOINTS
BY PORTABLE HEAT SOURCE
Mikihito HIROHATA and Yoshito ITOH
In order to improve the quality of repair welding for existing steel bridges, the effect of residual stress
relaxation of welded part by heat treatment with a sheet-type portable heater was investigated through the
experiment and analysis on box welded out-of-plane gusset joints. The thermal history required for heat
treatment was controlled with high accuracy. The welding residual stress around the yield stress could be
relaxed by the heat treatment. The stress relaxation mechanism was elucidated by the thermal elastic plastic analysis considering the high temperature creep characteristics. The fatigue life in the low stress range
(100MPa) of joints of which the residual stress was relaxed became twice as long as that of the joints as
welded.
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