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鋼構造部材のあて板溶接補修を想定し，一定引張荷重が作用する鋼部材に対し，あて板溶接を施した場

合に生じる残留応力の特徴を明らかにするための実験および数値シミュレーションを実施した．作用荷重

に加え，溶接後の収縮変形を拘束する効果が残留応力に影響を及ぼし，その影響の度合いは溶接部よりも

母材部の方が大きくなることが分かった．一方，荷重作用下で溶接した部材の残留応力を緩和するため，

セラミックヒーターを用いた応力除去焼鈍とそのシミュレーションを実施した．焼鈍中の加熱過程におい

て溶接残留応力および作用荷重による応力は緩和されるが，その後の冷却過程で生じる収縮変形を拘束す

る効果で応力が再生した．しかし，溶接のままの応力状態に比べれば焼鈍後は溶接部の引張応力が30%程

度に低減された． 
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1. 緒言 

 

近年，社会基盤構造物の劣化・損傷が顕在化してきて

いるが，鋼構造物においては，腐食および疲労が劣化・

損傷の主な要因となっている．鋼部材の腐食による減厚

および疲労き裂に対する補修補強方法として，比較的施

工が容易なあて板接合が用いられることが多い 1)．あて

板の接合方法として，現状ではボルト接合が採用される

ことが主流であるが，ボルト接合では健全部に穿孔する

必要があることや施工後の重量が増加するなどのデメリ

ットがある． 

これに対し，異なる接合の選択肢として溶接の適用が

考えられるが，供用下の鋼構造物の補修に溶接を適用す

る場合，以下のような問題点が挙げられる．供用下の鋼

構造物に対する溶接補修では，交通や風による振動が溶

接品質に影響を及ぼす．また，外力により開先に生じる

開口変位に起因して溶接割れ発生の可能性が高くなる．

これに対し，供用下の鋼構造物への溶接で生じる割れに

関する一連の実験が実施され，その結果が取りまとめら

れている 2～9)．供用下の鋼構造物に対する溶接では，割

れだけでなく，溶接時の高温により一時的に部材の剛性，

強度が低下することで，変形や座屈が生じることも懸念

される．これに対し，荷重作用下で溶接された鋼構造物

の耐荷力および変形に関する実験が実施され，その結果

が報告されている 10～13)． 

一方，溶接による局部的な加熱と冷却による溶接金属

の膨張および収縮を周辺の母材部が拘束することで，溶

接構造部材には残留応力が不可避的に生じる．残留応力

は溶接後の部材の耐荷力や疲労強度に種々の影響を及ぼ

すため，溶接残留応力の分布や大きさを把握しておくこ

とが重要である14，15)．しかし，荷重作用下の部材に対す

る溶接で生じる残留応力については不明な点が多い． 

この種の問題に対して，著者らは，荷重作用下の部材

に対する溶接で生じる残留応力の特徴を明らかにするこ

とを目的に一連の数値解析的検討を実施してきた．土木

鋼構造物に使用される基本的な継手形式として，薄板の

スリット（突合せ）溶接と，補剛板のすみ肉溶接に対し

て，荷重作用下で溶接した場合に生じる残留応力を熱弾

塑性解析により明らかにした16，17)．本研究では，補修補

強に採用される事例の多いあて板継手を対象として，荷

重作用下の部材にあて板を溶接した場合を想定し，作用

荷重が溶接残留応力に及ぼす影響を明らかにするための

基礎的実験およびその数値シミュレーションを行う． 

また，溶接残留応力は基本的に部材の耐荷力および疲

労強度に悪影響を及ぼすため，これを低減，緩和するこ

とを考える．溶接残留応力を低減，緩和する方法につい
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ては，各種ピーニング18，19)および低温変態溶接材料20，21)

の使用等がある．ピーニングによる残留応力の低減

は比較的簡便であるが，狭隘な部位等で処理工具を

溶接部に当てることが困難な場合がある．低温変態

溶接材料は特殊な材料であるため，現状では一般的

な普及には至っていない．本研究では，これらとは異

なる残留応力低減技術として，熱処理（応力除去焼鈍）
22, 23)の適用を試みる．熱処理による残留応力の低減につ

いてはこれまでに多くの実績があり，圧力容器やパイプ

ライン等の鋼構造物の作製では一般的に使用されている

技術である24，25)．しかし，供用中の鋼構造物における溶

接補修部のように，荷重が作用した状態での応力除去焼

鈍については不明な点が多い．本研究では，荷重作用下

で溶接した部材に対し，引き続き荷重が作用した状態で

応力除去焼鈍が可能か否かを検討する．実験および数値

シミュレーションにより，応力除去焼鈍の効果に及ぼす

作用荷重の影響を明らかにする． 

 

 

2. あて板溶接実験 

 

(1) 実験供試体および実験方法 

 実験供試体を図-1に示す．長さ200mm，フランジ厚

12mm，ウェブ厚8mmのH形鋼（SM400A）を幅100mmに

切断し，フランジにジグ取り付け用の孔を設け，ジグを

介して高力ボルト（F10T）のナットを締め付けること

で供試体の長さ方向に一定の荷重を与える構造とした．

荷重は供試体のウェブ中央に貼り付けた1軸ひずみゲー

ジの値により管理した．供試体のウェブに500μのひずみ

（応力100MPa相当）を付与した状態で，中央に75mm×

75mm，板厚9mmのSM400Aをあて板とし，CO2半自動溶

接（電流120A，電圧20V，速度3.0mm/s）ですみ肉溶接し

た．溶接材料はJIS Z 3313に規定されるYFW-C50DMであ

る．使用した材料の機械的性質を表-1に示す． 

 なお，供試体であるH形鋼のウェブおよびあて板の寸

法は，JIS  Z 3154の重ね継手溶接割れ試験方法26)に示され

る試験体寸法とほぼ同じである．この試験は175mm×

100mmの鋼板に75mm×75mmのあて板をすみ肉溶接した

場合に生じる溶接低温割れの発生を評価するものである．

溶接低温割れの発生要因が溶接部近傍のひずみ（応力）

であることから，本供試体はあて板溶接により残留応力

を生じさせるのに妥当な寸法と判断し決定した． 

 また，H形鋼ウェブの断面積（800mm2）に対し，ボル

ト2本分の断面積（約400mm2）は約半分である．ウェブ

に100MPaの引張応力を作用させてもボルトの応力が弾

性範囲内に十分収まるように，降伏応力が1000MPaを越

える高力ボルトを使用した． 

まず，荷重の方向と一致する供試体長さ方向の2辺

（①，②）を先行して溶接し，室温まで冷却した後に荷

表-1 供試材料の機械的性質 

部材 鋼種 
降伏応力 引張強度 伸び 

MPa % 

H形鋼 SM400A 314        441        34 

あて板 SM400A 315        434        31 

ボルト F10T，M16 1018        1131        14 

溶接ワイヤ* YFW- C50DM 510        580        30 

*カタログ値 

固定 固定 
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重に直交する方向の2辺（③，④）を順に溶接した．荷

重を作用させた状態であて板を溶接し作製した供試体を

荷重作用供試体と称す．一方，荷重を負荷しないH形鋼

のみの供試体（無荷重供試体と称す）にも同様にあて板

溶接を実施し残留応力を測定した．荷重作用供試体およ

び無荷重供試体の全景を図-2に示す．いずれの供試体も，

溶接残留応力測定用および後述する応力除去焼鈍実験用

にそれぞれ2体ずつ作製した． 

 

(2) 実験結果 

a) 溶接部近傍の残留応力 

溶接終了後，荷重を負荷したまま供試体の溶接線④の

近傍に 2軸ひずみゲージを貼り付け，ボルトを取り外し

て除荷し，ゲージ周辺を切断し解放されるひずみの符号

を逆にし，式(1)および式(2)に代入して残留応力を求め

た（応力弛緩法）．なお，2 軸ひずみゲージの貼付位置

は図-3 中のシンボルに対応し，座標系についても図中

に示している． 
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1 2 yxx
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                                        )(
1 2 xyy
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                                   (2) 

ここに，σx，σy： xおよびy方向の残留応力成分（MPa） 

εx，εy： xおよびy方向のひずみ 

E：ヤング率（= 205 GPa） 

ν：ポアソン比（= 0.3） 

あて板溶接で生じた残留応力の分布を図-3 に示す．

なお，本研究では，拘束の度合いがより高い後行の溶接

線に注目する．後行の 2本の溶接線のうち，最後に溶接

される溶接線（④番）の止端部近傍の残留応力を示して

いる．荷重作用供試体についてはボルトを取り外し除荷

した状態でひずみの変化を測定し，除荷状態での応力分

布を求めた．図中に緑色で荷重作用（除荷）と示してい

る．その後，ひずみゲージ周辺を切断した後のひずみの

変化から求めた残留応力分布は，図中では赤色で荷重作

用として示している． 

まず，溶接線に直交する x方向，すなわち，作用荷重

と同じ方向の応力成分 σx（図-3 (a)）に注目する． 

無荷重供試体では，溶接止端から 5mm 離れた位置

（x=5 mm）には約 174MPaの引張残留応力が生じていた．

荷重作用供試体の場合，同じ位置での残留応力は約

277MPa となっていた．無荷重供試体と荷重作用供試体

の溶接部近傍の残留応力の差は，作用荷重による応力

（100MPa）の大きさとほぼ同じであった． 

溶接終了後に除荷および拘束を解放すると，荷重作用

供試体の残留応力は約 116MPa に減少した．無荷重供試

体に比べ，荷重作用供試体の除荷後の残留応力は小さく

なった．この理由は，引張荷重作用下の溶接では，冷却

過程における供試体の収縮が拘束されるが，溶接後にこ

図-2 実験供試体の全景 

(a) 荷重作用供試体 

(b) 無荷重供試体 

y=0 (mm) 

y=0 (mm) 

図-3  溶接残留応力の分布 

(a) 荷重作用方向の応力成分：σx (b) 作用荷重に直交する方向の応力成分：σy 
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の拘束を解放すると供試体が収縮し圧縮応力が作用する

ためと考えられる． 

溶接線と同じy方向，すなわち，作用荷重に直交する

方向の応力成分σy（図-3 (b)）については，溶接止端から

5mm離れた位置（x=5 mm）では無荷重供試体よりも荷

重作用供試体の残留応力が約127MPa大きかった．この

方向の応力成分については，作用荷重ではなく収縮変形

をジグが拘束する影響が付与されているものと思われる． 

b)  母材部の残留応力 

溶接線に直交する x方向，すなわち，作用荷重と同じ

方向の応力成分 σx（図-3 (a)）に注目すると，溶接部か

ら離れた母材部（x=15 mmおよび x=25 mm）では，無荷

重供試体と荷重作用供試体の残留応力の差は作用荷重に

よる応力（100MPa）よりも大きかった．引張荷重作用

下では溶接後の冷却過程で生じる収縮が拘束されるが，

溶接部近傍は高温になり剛性が低下しており，収縮を拘

束する効果が小さくなる．これに対し，母材部では温度

がさほど上昇せず剛性が低下しないため，収縮を拘束す

る効果が溶接部近傍よりも大きくなる．すなわち，荷重

作用下で溶接した場合に生じる残留応力については，溶

接部近傍よりも母材部の残留応力に作用荷重が大きな影

響を及ぼす．この傾向は，著者らが実施したスリット突

合せ溶接継手および補剛板のすみ肉溶接継手 16，17)の場

合に確認された結果と同様である． 

溶接線と同じy方向，すなわち，作用荷重に直交する

方向の応力成分σy（図-3 (b)）については，無荷重供試体

と荷重作用供試体の母材部（x=15 mmおよびx=25 mm）

における残留応力はほぼ同じであった．溶接終了後に除

荷および拘束を解放すると，溶接線直交方向の応力成分

（σx）と同様，無荷重供試体の残留応力に比べ，荷重作

用供試体の残留応力が小さくなった． 

 

 

3. 熱弾塑性解析による溶接シミュレーション 

 

(1) 解析モデル 

2.で実施した実験に加え，荷重作用下の部材に対する

あて板溶接で生じる残留応力の特徴をより詳細に検討す

るため，熱弾塑性解析によるシミュレーションを行う． 

 解析モデルを図-4 に示す．汎用有限要素解析ソフト

ABAQUS Ver. 6.13の熱弾塑性解析を使用した．全ての部

位において，8 節点ソリッド要素を使用した．溶接部近

傍の要素のサイズは，1 辺約 3～7.5mm とした．熱弾塑

性解析では，非定常熱伝導解析を行い溶接入熱による温

度分布の変化を求め，これを入力値として熱弾塑性応力

解析を行った．なお，図には後述する熱処理過程のシミ

ュレーションにおけるヒーターの設置領域も示している

が，溶接過程のシミュレーションではこの領域は無関係

である． 

 解析では，供試体のフランジとジグを接合するボルト

は考慮しておらず，連続するものとしてモデル化してい

る．また，ジグと荷重を作用させる高力ボルトについて

も連続するものとし，ナットは考慮していない．ボルト

とジグの接続部に節点力を与え，ジグを介して H 形鋼

のウェブ中央において長さ方向に 100MPaの応力を生じ

させてからあて板溶接を実施した． 

図-4   熱弾塑性解析モデル（溶接時および熱処理過程シミュレーション） 
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H 形鋼，あて板および載荷ジグは SM400A，高力ボル

トは F10T として既往の研究により示された機械的性質

および物理定数の温度依存性を使用した 27，28)．あて板，

H形鋼および溶接金属の機械的性質および物理定数の温

度依存性を図-5 に示す．溶接金属部に投与する入熱量

は式(3)に基づき溶接条件から決定した．また，各時間

ステップで入熱要素を逐次生成する機能により熱源の移

動を考慮した． 

vWIQ /           (3) 

ここに， Q：入熱量（J/mm） 

η：熱効率（アーク溶接の場合，65～80%14)） 

Ｗ：溶接電圧（V） 

I ：溶接電流（A） 

v：溶接速度（mm/s） 

 

(2) 解析結果 

実験では図-6に示す位置に 5つの熱電対を取り付けた．

供試体の幅方向中央において，あて板の作用荷重に直交

する 2辺（溶接線③，④）の縁からそれぞれ 15mmおよ

び 30mm離れた位置と，載荷用の高力ボルトの長さ方向

中央に熱電対を取り付け，溶接時の温度履歴を測定した．

非定常熱伝導解析により得られた温度履歴を図-7 に示

す．実験で測定された温度履歴を解析により再現するこ

とができた．この温度履歴を用いて熱弾塑性応力解析を

行い，得られた残留応力の分布を図-8 に示す．無荷重

供試体および荷重作用供試体の残留応力を解析により概

ね再現することができた．すなわち，溶接部近傍の要素

サイズ等，解析モデルの妥当性が熱伝導および力学的観

点から確認できた．一方，ボルト部の取り扱い（荷重の

図-6 熱電対の取り付け位置 
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熱電対⑤：載荷用ボルト 

図-7 溶接時の温度履歴 
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図-5 材料の機械的性質および物理定数 
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作用方法）については実験と解析で異なる点があるもの

の，実験で得られたあて板溶接部近傍の応力状態を解析

により再現できることが確認できた． 

 

(3) 作用荷重および拘束が残留応力に及ぼす影響 

 本研究で実施した実験では，作用荷重および収縮変形

の拘束の両方が溶接残留応力に影響を及ぼすものと推察

されたが，それぞれの影響の度合いを分離して検討する

ことができなかった．そこで，解析により載荷用の高力

ボルトに荷重を与えた場合（拘束の効果も含まれる）と，

荷重を与えずに拘束のみを与えて溶接した場合の残留応

力（作用荷重方向の応力成分）を比較した結果を図-9(a)

に示す．荷重と拘束の両方を与えた場合と，拘束のみを

与えた場合のいずれにおいても，荷重と拘束の両方が無

い場合よりも大きな残留応力が生じている．溶接部近傍

（0 ≦ x ≦ 5 mm）の領域では，荷重と拘束の両方を与え

た場合と，拘束のみを与えた場合の残留応力はほぼ同じ

となっている．すなわち，この領域では荷重の効果が小

さいと言える．一方，溶接部から離れた母材部（x ＞ 5 

mm）では，荷重と拘束の両方を与えた場合の残留応力

は，荷重と拘束の両方が無い場合よりも 100～160MPa

程度大きい．拘束のみを与えた場合も，荷重と拘束の両

方が無い場合よりも残留応力が 75～100MPa 程度大きく

なっている．母材部においては，荷重を作用させずに，

溶接時の冷却過程で生じる収縮を拘束するだけでも残留

応力が大きくなることを結果は示唆している． 

 一方，荷重と拘束の両方および拘束のみを与えて溶接

したモデルに対し，溶接終了後に除荷および拘束を解放

した後の応力分布を図-9(b)に示す．荷重と拘束の両方を

与えた場合と，拘束のみを与えた場合のいずれにおいて

も，除荷および拘束を解放することで荷重と拘束の両方

が無い場合よりも残留応力が小さくなった．その効果は

溶接部に近いほど顕著に現れている．残留応力が減少す

る度合いは，拘束のみを与えた場合よりも荷重と拘束の

両方を与えた場合の方が大きい．この理由であるが，拘

束のみを与えた場合は，溶接時に拘束されていた収縮変

形が解放され圧縮応力が生じる．荷重と拘束の両方を与

えた場合は，収縮変形の解放に加え，荷重により作用し

ていた引張ひずみが解放され，拘束のみを与えた場合よ

りも大きな圧縮応力が生じるためである． 

(a) 荷重作用方向の応力成分：σx (b) 作用荷重に直交する方向の応力成分：σy 

図-8  溶接残留応力のシミュレーション結果 
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(a) 荷重および拘束作用下で生じる残留応力 

図-9  荷重および拘束が溶接残留応力に及ぼす影響 

(b) 除荷および拘束解放後の残留応力 
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4. 応力除去焼鈍実験 

 

(1) 応力除去焼鈍方法 

本研究では，供試体に対し荷重を負荷した状態で応

力除去焼鈍 22～25)するため，荷重を負荷するためのボル

トを加熱することはできず，あて板溶接部周辺のみを局

部的に加熱する必要がある．すなわち，供試体を加熱炉

内に設置して熱処理することができない．そこで，局所

的な加熱が行えるセラミックヒーターを用いた 29)．この

ヒーターはセラミック小片（約 25mm×20mm）を組み合

わせて自在な形状，寸法に組み立てることができ，形状

が複雑で狭隘な溶接部にも局所的に適用することができ

る．また，被加熱対象物に熱電対を取り付け，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．  

図-10に示すように荷重作用供試体のあて板部を覆う

ように，150 mm×100 mmの領域にヒーターを設置し，

あて板上面から加熱を行った．荷重を作用させる高力ボ

ルトには可能な限り熱が伝達しないように，供試体とボ

ルトの間に断熱材を設置した．供試体の溶接線③，④の

止端部から10 mm離れた位置に熱電対を取り付け，応力

除去焼鈍に要求される加熱・冷却速度（220℃/hr以下）

および保持条件（595℃以上で30分間保持）22)を制御し

た．なお，供試体に荷重を作用させる高力ボルトにも熱

電対を取り付け，焼鈍中の温度を測定した． 

 

(2) 焼鈍中の温度履歴 

焼鈍中の温度履歴を図-11に示す．供試体の溶接止端

部から10 mm離れた位置に取り付けた熱電対により測定

した温度履歴については，応力除去焼鈍に要求される規

定を満足するように制御できた．焼鈍中の高力ボルトの

最高温度は約300℃であった．高温時および加熱冷却後

の高力ボルト（F10T）の機械的性質を調査した既往の

実験結果28)では，加熱温度300℃の時の弾性係数および

0.2%耐力は，それぞれ常温時から約12～13%低下するこ

とが報告されている．また，加熱冷却後の弾性係数およ

び0.2%耐力は常温時とほぼ同じであることが報告されて

いる．本実験の場合においても，焼鈍中および焼鈍後の

高力ボルトの剛性および降伏応力の低下の影響はほとん

どないものと考えられる． 

 

 

(a) 荷重作用方向の応力成分：σx (b) 作用荷重に直交する方向の応力成分：σy 

図-12  応力除去焼鈍後の残留応力の分布 
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(3) 焼鈍結果 

焼鈍後における供試体の残留応力分布を図-12に示す．

無荷重供試体を焼鈍した場合，溶接部近傍および母材部

において，いずれの方向の応力成分についても残留応力

は30MPa未満に緩和された．荷重作用供試体を焼鈍した

場合は，溶接線直交（x）方向（作用荷重と同じ方向）

では溶接部近傍から母材部にかけて平均約89MPaの応力

が残留していた．その後，除荷および拘束を解放すると

応力はほぼゼロになった．溶接線（y）方向（作用荷重

に直交する方向）では，荷重の有無によらず焼鈍により

残留応力がほぼゼロになった． 

 

 

5. 熱弾塑性解析による応力除去焼鈍の    

シミュレーション 

 

(1) 解析モデル 

4.で実施した実験を熱弾塑性解析によりシミュレーシ

ョンし，荷重作用下のあて板溶接継手に対する応力除去

焼鈍時の応力変化の挙動について検討する． 

 解析モデルは図-4 に示す溶接過程のシミュレーショ

ンモデルと同じであるが，溶接が終了し室温まで冷却し

た後，あて板上面のヒーター設置領域から表面熱流束を

投与して焼鈍を模擬した． 

 材料の機械的性質および物理定数の温度依存性は溶接

シミュレーションモデルの場合と同じであるが，熱弾塑

性解析において焼鈍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．こ

のため，既往の研究30，31)を参照し式(4)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． 

mncr tqA~


          (4) 

ここに， cr


 ：相当クリープひずみ速度 

 q~      ：相当偏差応力 

 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． 

  200667.0 108.2  TeA      (5) 

3.83/)3.808( Tn        (6) 

        65.0m               (7) 

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． 

また，溶接中は供試体表面から大気中への熱伝達を考

慮したが，焼鈍中に断熱材を設置した領域においては，

別途，実験的に求めた断熱材の熱伝達率を用いた32)．す

なわち，200 mm×100 mm×12 mmの鋼板の中央に熱電対を

取り付け，電気炉で600℃まで加熱した後，鋼板を炉か

ら取り出し断熱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（図-13(b)）が再

現できるように熱伝達率（図-13(a)）を試行錯誤的に決

定した． 

 

 

(2) 解析結果 

ヒーターから供試体に投与される入熱量を決定するた

め，実験により得られた焼鈍時の温度履歴（図-11）が

再現できるように，時間ステップ毎に与える熱流束の大

きさを調整し試行錯誤的に非定常熱伝導解析を行った．

(a) 断熱材の熱伝達率 

 図-13  断熱材の熱伝達率の決定 

(b) 200mm×100mm×12mmの鋼板の加熱・冷却実験 
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解析により得られた温度履歴を図-14 に示す．なお，溶

接終了後の応力除去焼鈍の過程では，供試体は荷重作用

方向（x 方向）および荷重に直交する方向（y 方向）に

ついてそれぞれ対称となっていることから，溶接線③あ

るいは④の止端部から 10 mm離れた位置および 2本の高

力ボルトの温度履歴はそれぞれ片方のみ示している．い

ずれの温度履歴も実験結果と解析結果は概ね一致するこ

とが確認できた． 

上述の非定常熱伝導解析により得られた温度履歴を用

いて熱弾塑性応力解析を行い，得られた残留応力の分布

を図-15 に示す．無荷重状態および荷重作用下で溶接し，

その後に焼鈍を施し緩和された残留応力の分布を解析に

より概ね再現することができた．すなわち，解析方法の

妥当性を確認することができた． 

 

(3) 焼鈍過程における応力の変化挙動 

解析結果に基づき，焼鈍の過程で変化する応力の挙動

について考察する．溶接線④の止端から5 mm離れた位

置における要素の荷重作用方向（x方向）の応力成分σx

および止端から10mm離れた位置（実験において熱電対

を取り付けた位置）の節点の温度について，焼鈍中の変

化の履歴を図-16に示す．図-16 (a)は無荷重の場合の応力

および温度の履歴である．図-16 (b)は荷重作用の場合で

あるが，実験で導入した100MPaの引張応力を作用させ

たケースに加え，ジグとボルトにより変形は拘束するが

荷重は作用させないケース，100MPaの圧縮応力を作用

させたケースについても解析を行った．なお，荷重作用

と無荷重の場合では，ジグおよび高力ボルトの有無によ

りモデル全体の熱容量が異なる．これにより，入熱量が

同じでも最高温度や冷却速度がやや異なるため，焼鈍過

程における温度履歴は一致しない． 

まず，無荷重の場合（図-16 (a)）に注目する．焼鈍開

始時点（溶接終了後）では，着目部位には約 210MPa の

引張残留応力が生じていた．加熱により温度は上昇する

が，400℃に達するまではクリープひずみは発生しない．

しかし，この間にも熱ひずみは発生し，加熱領域の熱膨

張を周辺の比較的温度の低い部分が拘束するため，圧縮

応力が生じ引張応力は 155MPa程度まで緩和される． 

温度が 400℃以上になると，クリープひずみが発生し

応力は急激に緩和される．その後，温度約 600℃で 1時

間の保持を終え冷却過程に入ってもその状態は継続し，

焼鈍の全過程が終了すると残留応力はほぼゼロになる．

本実験では，使用した供試体（解析モデル）の幅

100mm に対し同じ幅のヒーターを設置した．また，あ

て板および H 形鋼の板厚が比較的薄く，ヒーターの入

熱により幅方向および板厚方向がほぼ一様に加熱された

ものと考えられる．よって，解析ではモデル全体がほぼ

同時に 400℃に達しクリープひずみが生じたため，応力

が急激に緩和されたものと推察される．著者らが実施し

た異なる供試体（面外ガセット継手）に対する熱処理実

験とそのシミュレーション 32)では同じクリープ特性を考

図-14  応力除去焼鈍中の温度履歴の再現 

 溶接線③ 溶接線④ ボルト1 ボルト2 

実験     

解析   

 

(a) 荷重作用方向の応力成分：σx 

図-15  応力除去焼鈍後の残留応力のシミュレーション結果 

(b) 作用荷重に直交する方向の応力成分：σy 
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慮した解析を行っているが，クリープひずみの発生およ

び応力緩和がより緩やかに生じていた．クリープひずみ

発生領域における応力緩和挙動については供試体（モデ

ル）寸法の影響を受けるものと考えられるため，この点

に関する検討は今後の課題とする． 

続いて，荷重および拘束が作用する場合（図-16 (b)）

に注目する．溶接前に荷重および拘束を与えてから溶接

しているため，焼鈍開始時点（溶接終了後）は，溶接残

留応力の大きさが異なっている．引張荷重作用，拘束の

み，圧縮荷重作用のモデルの着目部位における残留応力

はそれぞれ 292MPa，279MPa，250MPa であった． 焼鈍

を開始し温度が上昇すると，クリープひずみが発生しな

い 400℃以下の状態でも応力が緩和されている．これは，

無荷重の場合と同様に加熱領域の熱膨張が拘束されるた

めである．しかし，無荷重の場合は周辺の比較的温度の

低い部分に拘束されるのみであるのに対し，荷重および

拘束が作用する場合は，ジグによる外的な拘束の度合い

が大きいため，無荷重の場合よりも引張応力が大きく低

減される． 

その後，温度が 400℃以上になり，約 600℃で 1 時間

保持されている間は，クリープひずみの発生により応力

がほぼゼロになり，その状態が維持されている．高温保

持が終了し冷却過程に入ると，収縮変形が生じる．さら

に，温度が 400℃よりも低くなるとクリープひずみは発

生しなくなる．剛性の回復および収縮変形をジグが拘束

する影響により，ここから再び引張応力が生じる．解析

では時刻 500分で焼鈍を終了させているが，引張荷重，

拘束のみおよび圧縮荷重作用のいずれの場合も約 85MPa

の応力が残った．しかし，溶接のままの状態に比べれば，

荷重および拘束が作用していても焼鈍後の溶接部の応力

は 30%程度に低減された．ここまでの応力の挙動はいず

れの場合もほぼ同じであり，荷重作用下での焼鈍過程に

おける応力の変化については作用荷重の種類（引張，圧

縮）よりも変形を拘束する効果の影響が支配的であるこ

とを結果は示している． 

焼鈍終了後，荷重作用の場合は 30 分間でボルトの軸

力を除荷し，さらに 30 分間でボルトとジグの要素を消

去し拘束を解放している．拘束のみの場合は荷重作用の

場合と解析終了時刻が一致するように 30 分間で拘束を

解放している．ここで設定した時間は解析上の意味があ

る訳ではなく，焼鈍過程の時間軸に対し，除荷および拘

束の過程の応力の変化の挙動を視覚的に理解しやすくす

るために過ぎない．引張および圧縮荷重作用の場合は，

それぞれ除荷によって逆向きの応力が作用する．この時

の応力の変化の大きさは，予め付与されていた応力の大

きさである 100MPa にほぼ等しい．その後，ボルトとジ

グを除去し完全に拘束を解放すると応力はほぼゼロにな

った．拘束のみの場合は，焼鈍終了から拘束を解放する

ことで応力がほぼゼロになった． 

 

(4) 焼鈍過程における拘束の影響に関する考察 

実構造物に対し，荷重作用下であて板溶接と応力除去

焼鈍を組み合わせた補修を施すことを想定すると，荷重

の作用だけでなく拘束の状態についても注意する必要が

あることが上述の実験および解析結果から示唆された．

特に焼鈍の過程では可能な限り拘束の度合いが小さい状

態で施工する方が効果的である．実構造物では狭い領域

に局所的に溶接および焼鈍による入熱がなされ，冷却過

程で生じる収縮変形を周辺の部材が拘束する．この拘束

は焼鈍後に解放することができないため，焼鈍しても応

力が残留することを認識しておく必要がある．構造物内

の部位によって拘束の状態は種々異なるが，いずれにせ

よ，溶接および焼鈍の一連の施工が終了した時の応力状

態を想定して補修作業を行うことが重要である．  

本研究で使用した供試体では，H形鋼のウェブに対し

その変形を拘束するためのボルトの断面積が約半分であ

り，溶接および焼鈍中にボルトが降伏することはなかっ

たが，変形を拘束する度合いは比較的小さかったものと

推察される．本研究で得られた結果は拘束の度合いが一

種類の場合に限定されたものであり，今後，拘束の度合

図-16  焼鈍中の応力および温度の履歴 

(a) 無荷重の場合 (b) 引張荷重，圧縮荷重，拘束のみの作用下の場合 
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いを変化させた検討を行いその影響について明らかにす

ることを課題とする． 

 

 

6. 結言 

 

鋼構造物のあて板補修を想定し，荷重作用下の部材に

対するあて板溶接で生じる残留応力に及ぼす荷重の影響

について検討するとともに，荷重作用下で応力除去焼鈍

が可能か否かを検討するための一連の基礎的実験および

数値シミュレーションを行った．得られた主な知見を以

下に示す． 

(1) 長さ方向に一定引張荷重（応力 100MPa相当）を作用

させた H形鋼のウェブにあて板溶接した供試体（荷重

作用供試体）に生じる残留応力は，無荷重供試体の残

留応力に比べ，溶接部近傍ではおよそ引張荷重による

応力の分（約100MPa）だけ大きくなった． 

(2) 溶接部から離れた母材部においては，無荷重供試体と

荷重作用供試体の残留応力の差は作用荷重による応力

（100MPa）よりも大きかった． 

(3) 荷重作用下の部材に対する溶接では，荷重のみならず

溶接後の収縮変形を拘束する効果が残留応力に影響を

及ぼすことが分かった．収縮変形の拘束は溶接部より

も母材部の残留応力に及ぼす影響が大きいことを明ら

かにした． 

(4) 荷重作用供試体の溶接終了後に引張荷重を除荷し拘束

を解放すると，止端部近傍の応力が減少した．この状

態の応力は，無荷重供試体の残留応力よりも小さくな

った．実構造物の補修補強を想定した場合，敢えて引

張荷重を作用させた状態で溶接し，その後に除荷する

ことで，無荷重状態で溶接した場合よりも溶接部近傍

の引張残留応力を低減させられる可能性を結果は示唆

していた． 

(5) セラミックヒーターを用い，無荷重供試体および荷重

作用供試体を応力除去焼鈍するとともに，熱弾塑性解

析により焼鈍過程をシミュレーションした．無荷重供

試体の溶接残留応力は焼鈍によりほぼゼロになった．

荷重作用供試体に対する応力除去焼鈍では，加熱およ

び高温保持過程では残留応力は除去されるが，その後

の冷却過程において生じる収縮変形が拘束されること

により85MPa程度の引張残留応力が再び発生した． 

(6) 荷重および拘束が作用した状態で焼鈍した場合，溶接

部の応力は焼鈍しない場合の 30%程度に低減された．

また，焼鈍後に除荷し拘束を解放するとこの応力はほ

ぼゼロになることがわかった． 

(7) 荷重作用下での焼鈍では，引張，圧縮荷重が作用する

場合あるいは拘束のみが作用する場合のいずれにおい

ても応力の変化の挙動はほぼ同じであった．すなわち，

作用荷重の種類（引張，圧縮）よりも変形を拘束する

効果が応力の変化挙動に支配的な影響を及ぼすことを

結果は示していた． 

(8) 構造物に対し荷重作用下であて板溶接と応力除去焼鈍

を組み合わせた補修を施すことを想定すると，荷重の

作用だけでなく拘束の状態についても注意する必要が

ある．特に焼鈍の過程では可能な限り拘束の度合いが

小さい状態で施工する方が効果的である． 

(9) 実構造物では狭い領域に局所的に溶接および焼鈍によ

る入熱がなされ，冷却過程で生じる収縮変形を周辺の

部材が拘束する．この拘束は焼鈍後に解放することが

できないため，焼鈍しても応力が残留することを認識

しておく必要がある．構造物内の部位によって拘束の

状態は種々異なるが，いずれにせよ，溶接および焼鈍

の一連の施工が終了した時の応力状態を想定して補修

作業を行うことが重要である． 
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RESIDUAL STRESS GENERATED BY PATCH WELDING ON STEEL MEMBER 

UNDER LOADING AND ITS STRESS RELEASE ANNEALING 

 

Mikihito HIROHATA and Yoshito ITOH 

 
For examining characteristics of residual stress generated by patch welding on a steel member under 

the tensile loading, a series of experiments and numerical simulation were carried out.  The difference of 

residual stress around the weld metal between the case under the constant tensile loading and that without 

loading was almost the same as the stress applied by loading.  On the other hand, the difference of residu-

al stress in the base metal was larger than that around the weld metal due to the effects by not only the 

loading but also the restraint.  Furthermore, the residual stress was released by annealing under the load-

ing with using a portable ceramic heater.  Although the residual stress was released without being affected 

by the loading, the stress was re-generated during the cooling process in annealing.  However, the tensile 

residual stress became around 30% of the welding residual stress by annealing. 
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