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Welding residual stress release by a portable sheet-type ceramic heater was 

investigated for fatigue life improvement of welded parts between steel deck 

plates and trough ribs of highway bridge structures.  A series of heat treatment 

experiment was carried out on test specimens modeling a steel plate deck with a 

trough rib.  On the other hand, the experiment was simulated by a thermal 

elasto-plastic analysis considering creep properties for proposing an analysis 

model for simulation of heat treatment process.  Based on the experimental 

and analytical results, the residual stress release effect for the welded parts 

between the deck plate and the trough rib by the portable heater was confirmed 

and an effective heating method was proposed. 
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1．緒言 

 

鋼構造物の高経年化に伴い，腐食や疲労などの各種の

劣化，損傷事例が多数報告されている．道路橋鋼床版に

おいては，交通荷重の重量化および交通量の増大による

疲労損傷が顕在化してきており，維持管理上の大きな問

題となっている 1～3)． 

U字形の断面を有するトラフリブがデッキプレートに

溶接された鋼床版（Uリブ鋼床版）では，トラフリブと

デッキプレートの溶接部において，ルートから発生し溶

接ビードを貫通するき裂や，デッキプレート内を進展す

るき裂の発生事例が多い 1～4)．これらのき裂に限らず，

トラフリブと横リブのスカラップにおけるまわし溶接部

や，垂直補剛材とデッキプレートの溶接部などからもき

裂が発生している 4)．いずれの種類のき裂においても，

疲労損傷は鋼床版の構造性能および安全性を低下させる

ため，新規部材の作製および維持管理の双方の観点から，

鋼床版の耐疲労性を向上させることは重要と考える． 

このような背景から，近年，鋼構造物の耐疲労性向上

に関する研究および技術開発が積極的に実施されている．

トラフリブタイプの鋼床版を対象に，SFRC 舗装を施す

方法 5，6)や，デッキプレートを増厚する方法などが提案

されている 7，8)．これらは構造形式を変更することで溶

接部に作用する応力を低減させ，耐疲労性を向上させる

手法であるのに対し，溶接部の残留応力を低減させるこ

とで耐疲労性の改善を図る技術も提案されている．例え

ば，トラフリブ鋼床版に限らず溶接止端部の処理や各種

ピーニング技術の効果が検証されている 9～12)．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い．しか

し，形状が複雑で狭隘な部位などで処理工具を溶接部に

当てることが困難な場合には，これらの手法の施工性は

低くなる．また，溶接残留応力を低減することで疲労寿

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

実施されている 13, 14)．これは，溶融状態からの冷却過程

における比較的低温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

応力を低減させるものである．この溶接材料の適用によ

り溶接部の疲労寿命が向上する可能性が示されているが，

特殊な材料であり一般的な普及には至っていないのが現

状である． 
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一方，溶接残留応力を低減させる方法として，熱処理

（応力除去焼なまし）の有効性が知られている．溶接構

造物（部材）を約 600℃に加熱，保持し，クリープひず

みを発生させることで溶接残留応力を緩和する方法であ

り，土木構造物での適用事例は少ないが，圧力容器やプ

ラントなどの鋼構造物では広く適用されている 15～17)． 

一般的には，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が使用される 18)．

道路橋鋼床版のように長さが数 m～10 数 m となると，

その寸法に合わせた加熱装置（炉）が必要となり，工場

既設の加熱炉では対応できないことも想定される． 

これに対し本研究では，比較的簡易な熱源（シート状

セラミックヒーター）15)を鋼床版トラフリブ溶接部の残

留応力の緩和に適用することを検討する．この熱源（ヒ

ーター）は小型で可搬性が高く，形状および寸法が自在

に決定でき，橋梁構造物の複雑な部位にも適用できる．

また，熱処理に必要となる十分な熱量供給と自動温度制

御が可能である．著者らはこれまで，面外ガセット継手

のまわし溶接部を対象に，簡易熱源による残留応力緩和

と疲労寿命向上効果を検証した 19)．溶接残留応力の低減

により平均応力を低下させることで，溶接部の疲労寿命

向上効果が得られる．その効果は応力範囲が低い場合に

限られるが，著者らが実施した SM490Y材のまわし溶接

部に対する実験の結果では，応力範囲 100MPa 以下で熱

処理しない場合に比べ熱処理した場合の疲労寿命が 2倍

程度となった．本研究では，より複雑で実構造に近い形

状を想定したトラフリブ溶接部を対象に，平均応力の低

減による疲労寿命向上を想定し，簡易熱源を用いた熱処

理による残留応力の緩和効果を検証するための一連の実

験および数値シミュレーションを実施した．なお，残留

応力の緩和による疲労寿命の向上効果については本論文

では取り扱っていない． 

 

  

表－1 供試鋼材の化学組成および機械的性質 

部位 鋼種 

化学成分 機械的性質 

C Si Mn P S Y.P. T.S. EL. 

Mass % MPa % 

デッキプレート SM400A 0.16 0.20 0.53 0.026 0.005 304 455 30 

トラフリブ SM400A 0.07 0.23 0.67 0.017 0.006 365 432 30 

溶接金属* YFW- C50DM 0.06 0.62 1.3 0.014 0.011 510 580 30 

*カタログ値 

図－1 実験供試体の形状および寸法 

(b) 供試体の全景 (c) 溶接ビード形状 
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2．熱処理実験 

 

2.1 実験供試体 

実験供試体の形状および寸法を図－1 に示す．供試体

の数は，溶接残留応力測定用と，熱処理後の応力測定用

それぞれ 1体ずつである． 

幅 720mm，長さ 200mm，厚さ 12mmの SM400Aをデ

ッキプレートに見立て，板厚 6mm の SM400A を曲げ加

工して作製した実物大のトラフリブをCO2半自動溶接に

よりデッキプレートに接合した．溶接金属は 490MPa 級

のワイヤを使用した．供試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．なお，デッキプ

レートとリブは溶接前から長さがそれぞれ 200mm のも

のであり，溶接後に切断は行っていない．  

デッキプレートとトラフリブを組立溶接し，パス 1を

溶接し常温まで冷却した後にパス 2を溶接した． パス 2

側の図－1 に示す位置に熱電対を取り付け，溶接中の温

度履歴を計測した．パス 1を溶接している間，パス 2側

に取り付けた熱電対の温度変化は 5℃以下であった．す

なわち，パス 1とパス 2の溶接による相互の温度上昇の

影響はほとんどなかった． 

 

2.2 簡易熱源（シート状セラミックヒーター） 

本研究で使用する簡易熱源（シート状セラミックヒー

ター）を図－2 に示す 20)．このヒーターは，小型のセラ

(a) ヒーターの形状 

(b) パイプの加熱状況（例） 

図－2 シート状セラミックヒーター20) 

図－3 熱処理の状況 

ヒーター 

(b) ヒーター設置状況 (c) 断熱材の設置状況 
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ミック片（約 25mm×20mm）を組み合わせて形状，寸法

を自在に設定できるものである．発電機で使用でき，小

型で可搬性が高いが，出力は熱処理に必要な加熱温度

（600℃）を満足している（最高温度 1000℃）．また，加

熱対象物に熱電対を取り付け，温度を計測しながらヒー

ターの出力を自動調整することができ，予め設定した温

度履歴を高精度に制御できるものである 15)． 

 橋梁のように大型で複雑な形状の構造部材を熱処理す

る場合，加熱炉を用いなくてもヒーターを加熱対象部位

に設置することで，局所的な熱処理が可能である．著者

らはこれまで，面外ガセット継手のすみ肉まわし溶接部

の熱処理にこのヒーターを適用し，残留応力の緩和効果

を確認している 19)． 

 

2.3 熱処理方法 

作製した供試体を用いて，簡易熱源による熱処理実験

を実施した．熱処理時の供試体とセラミックヒーターの

設置状況を図－3 に示す．トラフリブ鋼床版の作製にお

いては，デッキプレートを下側にして，上側からトラフ

リブを溶接することが多い．また，実構造物ではデッキ

プレートやリブがより長くなり，所定の間隔で横リブが

溶接される．この場合，デッキプレートにリブが多数溶

接される面にヒーターを設置するよりも，付加物のない

面にヒーターを設置する方が効率的と考えられる．その

ため，本実験では，長さ 200mm，幅 400mmのヒーター

の上に，デッキプレートが下側，トラフリブが上側にな

るように供試体を設置した．また，供試体の表面を断熱

材で覆った．実構造物の長さ（数m～10数m）ではトラ

フリブの内部にヒーターや断熱材を設置することは困難

と考えられるため，実験においてもトラフリブ内部には

ヒーターおよび断熱材は設置しなかった． 

 熱処理中の温度履歴は，図－3 に示すように溶接部近

傍に取り付けた熱電対で計測した．熱電対は，供試体の

長さ方向の中央断面に取り付けている．JIS Z3700によれ

ば，応力除去焼なましのための熱処理では表－2 に示す

条件を満足する必要がある 21)．すなわち，熱処理対象物

の温度差が小さくなるように 425℃以上の領域で加熱速

度および冷却速度を制御し，軟化と再結晶が生じる約

600℃（JIS では炭素鋼に対し 595℃）以上で所定の時間

保持するものとしている．本実験では鋼床版において主

に曲げ応力が作用するデッキプレートの溶接残留応力を

緩和することを目的としている．このため，熱処理中の

デッキプレートの温度がこの条件を満足するように，①

～③の熱電対の温度をモニタリングしながらヒーターの

出力を調整するようにプログラムを設定した．トラフリ

ブに取り付けた熱電対④については，温度計測のみ実施

した．熱電対①～③の温度履歴の条件は，425℃以上の領

域で加熱速度を 150℃/hr とし，600℃で 1 時間保持した

後，425℃以上の領域で冷却速度を 150℃/hrとした．  

 

2.4 実験結果 

(1) 温度履歴 

図－3 に示す位置に取り付けた熱電対により計測した

熱処理中の温度履歴を図－4 に示す．デッキプレートに

取り付けた①～③の熱電対により計測した温度履歴はほ

ぼ同じで，パス 1側，パス 2側それぞれの溶接部におい

て温度のばらつきは 10℃以下となっていた．パス 1側と

パス 2側の温度差については，①～③の熱電対でそれぞ

れ 20℃以下であった．最高温度については，600～630℃

の範囲であったが，予め設定した熱処理に必要な温度履

冷却速度

150 ℃/hr 

(a) パス 1側 (b) パス 2側 

図－4 熱処理過程の温度履歴 
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表－2  JISによる熱処理の温度条件 

 条件 適用範囲 

加熱速度 ≦ 220 ℃/hr 
≧ 425 ℃ 

冷却速度 ≦ 280 ℃/hr 

保持温度 ≧ 595 ℃ ― 

保持時間 ≧ w /25 hr 
6 ≦ w ≦ 25 

w: 溶接金属ののど厚(mm) 
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歴の条件を満足する結果が得られた．トラフリブに取り

付けた④の熱電対で測定した温度は，他のデッキプレー

トに取り付けた熱電対①～③で測定した温度に比べ低く

なっていたが，これは，本実験におけるヒーターの設置

方法ではトラフリブは直接加熱されないためである． 

(2) 残留応力分布 

熱処理を実施していない供試体と熱処理した供試体に

対し，溶接部近傍に 2軸ひずみゲージ（ゲージレングス

1mm）を貼り付け，ひずみゲージの周辺を切断し解放さ

れるひずみを計測した．ひずみゲージは，トラフリブが

溶接されている側のデッキプレート表面に貼り付けた．

残留応力測定用の小片の一辺の長さは10～15mmとなる

ように切断した（図－5）． 

解放ひずみから求めた熱処理を施していない供試体の

溶接残留応力の分布を図－6 に示す．パス 1 側とパス 2

側の残留応力の分布はほとんど同じであった．溶接順序

の違いにより，パス 1側よりもパス 2側の方が溶接時に

トラフリブがデッキプレートの変形を拘束する度合いが

大きいと思われたが，残留応力に及ぼす影響は小さかっ

た．溶接部近傍（x=5mm）では，溶接線方向，溶接線直

交方向共に 166～237MPa 程度の引張応力が残留してい

た．溶接部から離れた位置では，溶接線方向には-20～

-30MPa程度の圧縮応力が生じており，溶接線直交方向に

は 42～60MPa程度の引張応力が生じていた． 

熱処理後の応力分布を図－7 に示す．溶接部近傍

（x=5mm）の引張残留応力は熱処理により 33～49MPa

図－5 残留応力測定用の切断小片 
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図－7 熱処理後の応力測定結果 

(b) パス 2側 

x（mm） 

残
留
応
力

 
σ
（

M
P

a
）

 

σx  

σy  

 

x 

ひずみゲージ 

パス 2側 

y=0 (mm) 

(a) パス 1側 

残
留
応
力

 
σ
（

M
P

a
）

 

x（mm） 

σx  

σy  

 

x 

ひずみゲージ 

パス 1側 

y=0 (mm) 

図－6 熱処理を施さない供試体の溶接残留応力の測定結果 
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程度に緩和された．溶接止端部から 15mm程度離れた位

置では，熱処理前は圧縮であった溶接線方向の応力成分

が熱処理後に 100MPa程度の引張に転じていた． 

 

3．熱弾塑性解析による溶接過程のシミュレーション 

 

 2.で実施した実験により得られた応力分布の変化を

より詳細に検討するため，熱弾塑性解析を実施し，溶接

過程および熱処理過程をシミュレーションした．まず，

溶接残留応力分布を再現するため，溶接過程のシミュレ

ーションを実施した． 

 

3.1 解析モデル 

 解析モデルを図－8に示す．解析には汎用有限要素解

析プログラムABAQUS Ver. 6.13の熱弾塑性解析を使用

した．解析モデルは全て 8節点ソリッド要素を用いて作

成した． 

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について

は既往の文献 22)を参照し，図－9に示すように温度依存

性を考慮した物性値を使用した．応力―ひずみ関係は，

降伏応力σYと引張強度σUの中間点σYUで傾きが変化する

トリリニア型のものを使用している．また，硬化則につ

いては等方硬化則を使用している22)． 

          Q =ηEI/v          (1) 

ここに， Q：入熱量（J/mm） 

η：熱効率（アーク溶接の場合，65～80%23)） 

E：溶接電圧（V） 

I ：溶接電流（A） 

v：溶接速度（mm/s） 

図－8 熱弾塑性解析モデル 

力学的境界条件：剛体変位のみ拘束 

熱的境界条件：外表面から空気中への熱伝達 
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図－9 材料の機械的性質および物理定数 
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 本解析における入熱量は，熱効率をη=0.7とし，Q=672

（J/mm）とした．また，熱的境界条件として，供試体の

外表面から空気中への熱伝達を考慮し，力学的境界条件

として剛体変位のみ拘束した． 

 

3.2 解析結果 

(1) 温度履歴 

非定常熱伝導解析により得られたパス2側の溶接時の

温度履歴を図－10に示す．実験で得られた温度履歴を解

析により比較的精度良く再現することができた． 

(2) 溶接残留応力分布 

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．パス 1側，パス 2側共に，実験で得られた残留応

力分布を解析によりほぼ再現することができた．また，

パス1側とパス2側に生じる残留応力の分布はほとんど

同じであることが確認できた． 

 

4.  熱弾塑性解析による熱処理過程のシミュレーション 

  

3.で実施した溶接過程のシミュレーションに引き続き，

熱弾塑性解析により熱処理過程のシミュレーションを実

施した． 

 

4.1 解析モデル 

 解析モデルは図－8 に示す溶接過程のシミュレーショ

ンと同じであるが，図－12に示すように，デッキプレー

ト下面のヒーター設置領域（400mm×200mm）から一様

な表面熱流束を与え，ヒーターによる入熱を再現した．

ヒーターによる入熱量を定式化する方法がないため，実

験で得られた熱処理中の温度履歴が再現できるように入

熱量を調整し決定した．また，熱的境界条件として，断

熱材を設置していないトラフリブの内面は溶接過程と同

じく空気中への熱伝達を考慮し，断熱材を設置した供試

体の外表面においては，実験により別途求めた断熱材を

考慮した熱伝達率（図－13）を用いた 19)． 

 熱処理による応力緩和の主要因は高温クリープひずみ

の発生であることが知られている．熱弾塑性解析におい

て鋼材の高温クリープ特性を考慮するため，既往の文献

24)，25)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． 

         mncr tqA~


           (2) 

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． 

         20067.0 108.2  TeA         (3) 

       3.83/)3.808( Tn           (4) 

         65.0m           (5) 
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図－10 溶接時の温度履歴のシミュレーション結果 
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図－11 溶接残留応力のシミュレーション結果 
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ただし，T は温度（セ氏）であり，クリープひずみが発

生するのは温度が 400℃以上の範囲のみとする． 

 

4.2 解析結果 

(1) 温度履歴 

非定常熱伝導解析において投与した入熱量（熱流束）

を図－14に，得られた熱処理過程の温度履歴を図－15に

示す．解析はパス1側とパス2側で対称であり，結果は同

じであるため，パス2側の実験結果と解析結果を比較して

いる．入熱量（熱流束）は調整しながら決定したが，ヒ

ーターによる入熱で得られた熱処理中の温度履歴を解析

により再現することができた． 

(2) 熱処理後の応力分布 

非定常熱伝導解析の結果を入力データとし，高温クリ

ープひずみを考慮し実施した熱弾塑性応力解析の結果を

を図－16に示す．パス 1側とパス 2側の応力分布はほと

んど同じであったため，パス 2側の応力分布のみを示し

ている．実験で得られた熱処理後の応力分布を解析によ

りほぼ再現することができた．すなわち，溶接部近傍の

残留応力が熱処理により緩和された状態が再現できた．

また，溶接止端部から 15～30mm 程度離れた位置では，

溶接線方向の応力成分（σy）が引張応力となる状態も再

現できた．  

 

4.3 熱処理による応力の変化挙動に対する考察 

(1) 熱処理過程で生じる応力分布 

 熱処理実験により，溶接部近傍の引張残留応力は緩和

されたが，溶接止端部から 15～30mm程度離れた位置で

は，溶接後は圧縮であった残留応力が熱処理により引張

応力に転じた．このような応力分布が生じる理由が溶接

による残留応力が原因であるのか，それとも，熱処理に

よるものなのかを明確にするため，溶接の過程を省略し

無応力状態のモデルに熱処理時の温度履歴を与える解析

を実施した． 

解析により得られた溶接部近傍の応力分布を図－17

に示す．溶接および熱処理の過程を連続して解析した結

図－13 断熱材を介した熱伝達率 図－12 熱処理過程のシミュレーションの概要 
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果（点線）と，熱処理の過程のみ解析した結果（実線）

は溶接金属部（x=0mm）近傍ではわずかに応力の差があ

るものの，その他の部位ではほぼ同じであった．すなわ

ち，熱処理後の応力分布に及ぼす溶接残留応力の影響は

小さく，最終的な応力分布を決定する要因は熱処理時の

温度履歴であると言える． 

(2) 熱処理過程における応力の生成履歴 

熱処理の過程で生成される応力の挙動について検討す

るため，パス 2側の溶接部近傍の溶接線方向の応力成分

（σy）の変化の履歴を図－18に示す．図は，溶接線方向

の中央断面（y=0mm）を抽出したものである． 

 溶接終了後（熱処理開始時，時刻 0分）は，溶接部近

図－16 熱処理後の応力分布のシミュレーション結果 
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図－17 熱処理のみで生じる応力の分布 
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傍には材料の降伏応力に達する高い引張残留応力が生じ

ており，この引張応力につり合うようにデッキプレート

およびリブに-50MPa程度の圧縮応力が生じていた．熱処

理開始から 83 分で溶接部近傍のデッキプレートの温度

が 400℃に達し，クリープひずみが発生し始める．なお，

ここまでの加熱過程ではクリープひずみは発生しないが，

熱ひずみの増加による応力緩和効果により溶接部近傍の

引張応力がやや低減されている 19)． 

 熱処理開始から 240分で溶接部近傍のデッキプレート

の温度が600℃に達し，ここから60分は保持過程となる．

加熱過程から保持が終了する時刻 300分までに，溶接部

近傍の引張残留応力が緩和されほぼゼロになっていた． 

 保持過程が終了し冷却過程に入ると，徐々にリブに圧

縮応力が生成されていることが分かる．本実験ではデッ

キプレートをリブの取り付けられていない面から加熱す

るようにヒーターを設置しており，リブは直接加熱しな

かった．すなわち，デッキプレートに比べリブの温度が

相対的に低かった．冷却過程において比較的高温のデッ

キプレートの方がリブよりも収縮が大きく，この収縮を

リブが拘束するため，剛性の回復に伴いデッキプレート

には引張応力が，リブには圧縮応力が生じたものと推察

される． 

(3) トラフリブ内部の断熱による熱処理後の応力低減 

 熱処理時におけるデッキプレートとリブの温度差を小

さくすることで，冷却過程で生じる応力が低減できるか

否かを検討するため，供試体の外表面だけでなくトラフ

リブの内側にも断熱材を設置することを想定しシミュレ

ーションを実施した．すなわち，トラフリブの内側にお

いてもその他の部分と同様に断熱材を介した熱伝達率 19)

を与えて解析を行った．なお，トラフリブの内側に断熱

材を設置した実験は実施していないが，断熱材をトラフ

リブの内側に設置しない実験と同様の温度状態を与える

ため，解析における入熱量は，断熱材をトラフリブの内

側に設置せずに実施した実験での温度履歴（熱電対①～

③）に合うように調整しながら決定した． 

 解析により得られた熱処理中の温度履歴を図－19 に，

溶接部近傍の応力分布を図－20に示す．トラフリブの内

部にも断熱材を介した熱伝達率を与えることで，トラフ

リブの内部に断熱材を設置しなかった実験結果（熱電対

④）に比べ，デッキプレートとトラフリブ側面の温度差

が小さくなった．また，熱処理後の残留応力についても，

溶接止端部から15～30mm程度離れた位置における溶接

線方向の応力成分（σy）が 40MPa程度に抑制された．リ

ブの内側（x 座標が負の領域）のデッキプレート表面の

応力については，リブ内部に断熱材を設置しない場合と

ほぼ同じであった．また，リブ内部に断熱材を設置した

場合，溶接線直交方向の応力成分（σx）はリブ内部に断

熱材を設置しない場合に比べ大きくなることはなかった． 

 トラフリブ内部に断熱材を設置した場合と設置しない

場合で，解析においてヒーターからの入熱として与えた

熱流束の違いを比較した結果を図－21に示す．リブの内

部に断熱材を設置した場合は，断熱材を設置しない場合

に比べ熱処理中の入熱量が約46%に低減されることが分

かった．長さが数 m～10 数 m となる実構造のトラフリ

ブ鋼床版では，トラフリブ内部に断熱材を設置すること

が困難になると考え，リブの内部に断熱材を設置せずに

熱処理することを想定し実験を実施した．しかし，リブ

の内部に断熱材を挿入することができれば，残留応力低

減と熱処理時の省エネルギーの双方の観点から有利とな

ることを結果は示唆している．実構造のトラフリブ鋼床

版は本実験で用いた長さ 200mm の供試体よりも寸法が

大きく，横リブなども存在するため熱伝導による熱の散

逸が大きくなる．そのため，熱処理を行うにはより大き

な入熱が必要になる．すなわち，実構造への適用におい

ては，トラフリブ内部の断熱の必要性がより高くなる．

今後は，実構造に近い寸法で，横リブも考慮した形状で

入熱量を抑えた最適な熱処理方法の検討について検討す

る必要があると考えられる． 

図－19 リブ内部に断熱材を設置した場合の 
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 トラフリブの内部に断熱材を設置しない場合は，溶接

止端部から15mm程度離れた位置において熱処理後の溶

接線方向の応力成分が 100MPa 程度の引張応力になった．

しかし，鋼床版のトラフリブ溶接部に生じるき裂に影響

を及ぼす応力成分は溶接線直交方向の応力成分（σx）で

あり，溶接部近傍のこの応力成分は熱処理により 50MPa

以下に緩和された（図－13 参照）．すなわち，トラフリ

ブ溶接部における耐疲労性の向上に熱処理が有効となる

可能性があると考えられる．なお，熱処理によるトラフ

リブ溶接部の耐疲労性向上効果については，疲労試験を

行い検討することを今後の課題とする． 

 一方，比較的薄い板で構成される土木鋼構造部材にお

いては，熱処理による変形が生じ，製作精度に影響を及

ぼすことも想定される．過大な変形が生じた場合には，

矯正の必要性が生じることも考えられる．本研究で提示

したシミュレーションを利用することで，熱処理による

変形の生成および制御について検討することも今後の課

題とする． 

 

5.  結言 

 

鋼床版のデッキプレートとトラフリブの溶接部に生じ

る残留応力の緩和に対し，簡易熱源であるシート状セラ

ミックヒーターによる熱処理の適用性を検討するため，

一連の実験およびシミュレーションを実施した．得られ

た主な知見を以下に示す． 

(1) トラフリブ鋼床版を模擬した供試体を作製し，デッ

キプレートとトラフリブの溶接部近傍における残留

応力を測定した．パス 1側とパス 2側の残留応力の

分布はほとんど同じであった．デッキプレート側の

溶接止端部から溶接線直交方向に 5mm 離れた位置

では，溶接線方向，溶接線直交方向共に166～237MPa

程度の引張残留応力が生じていた．溶接止端部から

約 15mm 離れた位置では溶接線方向には-20～

-30MPa 程度の圧縮応力，溶接線直交方向には 42

～60MPa程度の引張応力が生じていた． 

(2) 作製した供試体に対し，シート状セラミックヒー

ターによる熱処理を実施した．トラフリブが溶接

されていない側のデッキプレートの表面にヒータ

ーを設置し加熱することで，デッキプレートの溶

接部近傍では熱処理に要求される温度条件を制御

することができた．一方，ヒーターが接触しない

トラフリブの温度は比較的低く，熱処理に要求さ

れる温度条件を満足しなかった． 

(3) 熱処理後における供試体の溶接部近傍の応力分布

を測定した．デッキプレート上の溶接止端部から

溶接線直交方向に 5mm 離れた位置の引張残留応

力は，熱処理により 33～49MPa程度に緩和された．

溶接止端部から 15mm程度離れた位置では，熱処

理前は圧縮であった溶接線方向の応力成分が熱処

理後に 100MPa程度の引張に転じていた． 

(4) 熱弾塑性解析により溶接の過程をシミュレーション

した．実験により得られた溶接時の温度履歴および

溶接残留応力の分布を解析により再現することがで

きた．また，ヒーターからの入熱，鋼材の高温クリ

ープ特性および断熱材による熱伝達を考慮し，熱処

理の過程をシミュレーションし，熱処理による溶接

残留応力の緩和を再現することができた． 

(5) 本実験ではデッキプレートをリブの取り付けられて

いない面から加熱するようにヒーターを設置し，リ

ブは直接加熱しなかったため，デッキプレートに比

べリブの温度が相対的に低かった．その結果，冷却

過程においてデッキプレートの収縮をリブが拘束し，

剛性の回復に伴いデッキプレートには溶接線方向の

引張応力が，リブにはそれにつり合う圧縮応力が生

じた．この応力分布の生成には熱処理前の溶接残留

応力は影響しておらず，熱処理過程の温度履歴のみ

により生成されることを示した． 

(6) 本実験ではトラフリブの内部には断熱材を設置せず

に熱処理を実施したが，リブ内部に断熱材を設置し

て熱処理を実施することを想定して解析を行った．

その結果，リブ内部に断熱材を設置しない場合に比

べ熱処理時の入熱量が約 46%に低減された．また，

熱処理後における溶接止端部から 15～30mm程度離

れた位置での溶接線方向の応力成分が 40MPa 程度

に抑制された．リブの内部に断熱材を挿入すること

ができれば，残留応力低減と熱処理時の省エネルギ

ーの双方の観点から有用となることを結果は示唆し

ていた． 

(7) トラフリブ溶接部に生じる疲労き裂に影響を及ぼす

溶接線直交方向の応力成分は熱処理により 50MPa

以下に緩和され，耐疲労性向上に熱処理が有効とな

る可能性があるものと考えられる．なお，熱処理に

図－21 リブ内部の断熱材の有無による 
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よる耐疲労性向上の効果については，疲労試験によ

り検討することを今後の課題とする． 
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