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は じ め に

今や国土交通省および地方公共団体などから発注され，

公共土木構造物に包含される鋼製橋梁は，発注者からの喫

緊の課題となる具体的な技術的対策が施工者に問われる．

これが「技術提案」と呼ばれるものである．例えば，疲労

強度向上，防錆対策は頻繁に問われる事項であり，受注し

ようとする会社は，机上の調査研究もさることながら，実

構造物に対してなんらかの実績づくりをしていかなけれ

ばならない．

さらに，「総合評価方式入札」とは，技術提案回答への配

点，施工体制の評価確認等，工事価格以外の要素も総合的

に評価して落札者を決定する方式を示す．すなわち従来の

ように，最低応札額の会社に必ずしも発注されるのではな

く，技術提案，施工体制ならびに応札額を総合的に数値評

価し，応札額は高くても優れた技術提案をした会社に発注

される場合がある．

一方，現在供用中の橋梁に目を向けると，架設後30～40

年以上を経過した交通量の多い橋梁においては，疲労損傷

による耐荷力の減少と，その他の性能の低下が続いてお

り，新規発注橋梁への対策と供用中の橋梁に対する補修・

補強対策が強く求められている．

さらに，昨今の自然災害による橋梁への破壊力は当初の

設計耐力を数倍超えるものがあり，大きな外力に対して，

落橋，および大規模破壊を防ぐべく，「減災」の概念が導入

され，フェイルセーフ的な設計が施されるようになった．

本編では，供用中の橋梁に見られる不具合事例を交え

て，現時点において，それらに対する橋梁メーカーの対策

として，溶接技術，鋼板加工技術に関するトピックスを紹

介する．また，これに溶接工学，鉄鋼工学を踏まえた解説

を加え，実践編を著すものとする．

第２章では，前半で代表的な鋼橋形式と，その概略的な

工作手順を示すものとする．同後半では過去の不具合例を

示し，その発生原因について記述するものである．

第３章では，前章を受けて耐久性に優れた橋梁を製作す

るために，溶接・接合プロセスの改善・開発と新たな橋梁

構造について事例を示す．

第４章では，溶接部の具体的品質管理要領と品質管理の

ために開発されている計測ツールを紹介する．プロセスと

計測技術が同様に発展することが重要であるとして，記述

した．

製品と工作法

2.1 橋梁形式

橋梁のブロック製作は主に工場で行われ，工場より架設

現場に輸送され，現場にて高力ボルト，または現場溶接に

て結合される．鋼製橋梁には，多様な形式がある．各形式

の橋梁について構造工学的な説明1)と実在する橋梁の外観

を示す．

（1）桁橋

桁橋とは，部材を梁として使用したもので，部材の曲げ

とせん断抵抗を利用したものである．I断面および箱形断
面の桁が使用され，鉄筋コンクリート床版と鋼桁をずれ止

めによって結合したものを，合成桁橋という．

（2）トラス橋

図１に示すように比較的短く，スレンダーな部材を三角

形状に組み，スパンの長い橋梁に供するように考えられた

ものである．上弦材は圧縮，下弦材は引張部材となる．ま

た斜材は圧縮，引張部材が交互に配置される場合がある．

構造詳細にはトラス格点部があり，弦材へ斜材，垂直材が

集中するものである．
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（3）連続橋

図２は連続箱桁橋を示す．トラス橋は単純橋を示してお

り，静定構造物であるが，桁橋やトラス橋が３個以上の支

承で連続して支持されている場合は不静定構造物となる．

このような構造を連続橋という．

（4）斜張橋

図３に示すように，支点上の塔にケーブルを張り，連続

橋を斜めに吊り上げ，死荷重や活荷重による断面力をより

軽減しようとする構造物である．構造力学上は，弾性支承

に支えられた連続橋であり，高次不静定構造物である．塔

および桁側にソケット状のケーブル定着構造があり，複雑

および製作上，狭隘な詳細構造となる．

（5）アーチ橋

桁やトラスを弓なりに上方へ反らし，両端を強固な基礎

で支持した構造物である．アーチ軸線と圧力線（水平力と

せん断力との合力の方向）を一致させるようにして，死荷

重に対して曲げ作用を発生させず，圧縮力のみが生じる構

造物とするものである．昔から圧縮に強い石材の使用によ

るアーチ橋が建造されているのも，この知恵によるもので

ある．

（6）吊橋

図４は代表的な吊橋構造の明石海峡大橋であるが，両岸

のアンカーレッジと塔の間に高張力のメインケーブルを

架け渡し，メインケーブルからハンガーケーブル（吊り材）

によって補剛桁，または補剛トラスを吊り下げる構造であ

る．メインケーブル軸線には引張力が作用し，アーチ部材

のように圧縮力による座屈の心配がない．

2.2 使用鋼材

今回は「実践編」として，最近の開発された橋梁用鋼材

について触れておく．

HT690，HT780 材は世界最大級の長大橋梁である明石
海峡大橋で使用されたが，現在では，高性能鋼として定義

されたもので，強度レベルがこれに匹敵し，降伏点

500 N/mm 2および 700 N/mm 2の橋梁用高降伏点鋼板

SBHS鋼が制定され，東京港臨海大橋に適用された．SBHS
鋼は制御圧延と加速冷却プロセスを有しており，溶接性
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図１　単純トラス橋　出逢橋（福岡県）

図３　斜張橋　岩黒大橋　櫃石大橋（本州四国連絡橋公団）

図４　吊橋　明石海峡大橋（本州四国連絡橋公団）

図５　鋼管スペーストラス構造　永田橋（東京都）図２　連続鋼床版箱桁橋　北長瀬高架橋（中国地方整備局）



を向上させながら強度，じん性の向上を同時に実現できる

鋼材である．また，永田橋（図５2)，東京都）では，SBHS500
を使用し板厚 tの５倍程度の冷間曲げ半径 R（R/t=5）で，
最大板厚 67mm，鋼管径 800mmの強冷間曲げ加工である
極厚板鋼管を製作した．従来鋼では R/t=15 程度を規定し
ている．この橋梁では鋼管スペーストラス構造形式を採用

しているため，本鋼材を採用する必然性があったと考えら

れる．

また，鋼材表面に塗装による防錆を行わない，いわゆる

裸使用の耐候性鋼材による橋梁は現在，鋼橋全発注量の２

～３割程度を占めており（図６参照3)），1997年以前と比較

するとその比率は倍増している．これは構造物の製作か

ら，廃棄に至るまでのメンテナンス費用としてライフサ

イクルコストの概念が取り入れられ，鋼製橋梁として，一

生涯繰り返される塗り替え費用とメンテナンスフリーで

ある耐候性鋼材の初期投資費用増加を比較検討した結

果，耐候性鋼材使用橋梁に優位性が表れていることを示

している．

海岸部の橋梁に対して海からの飛来塩分に由来する防

食・防錆に関して従来の耐候性鋼材をグレードアップし

たものとして，ニッケル系（Ni）高耐候性鋼板が開発され
ている．

Niを1～3％添加し，その他 Cu，Ti，Moを添加してい
る．耐候性合金指標が定義され，腐食環境に応じて耐候性

能が選択できるようになっている．

ニッケル系高耐候性鋼板の防錆メカニズムとしては，塩

分飛来環境下で，内層さびに Cu，Niが存在し，地鉄界面
に Na＋，外層さびには Cl－（塩化物）が存在する．このため，
地鉄界面がよりアルカリ性となり腐食が進行しにくくな

るためである．

2.3 工作手順および自動化

橋梁製作工場では鋼橋の自動製作システムがすでに完

備しており，箱桁や I桁製作に適用されている．概略的に，
そのシステムについて紹介する．

橋梁製作の第一段階として，設計図面から設計情報を

CAD/CAMシステムに入力し，システムから各 NC装置用
データが生成される．標準的設計による箱桁，I桁であれば
部材の切断から本溶接に至るまで自動化・ロボット化が

なされコスト縮減に寄与している．CAD/CAM情報として
入力された数値は，３次元的に図７のように表現すること

ができ，部材の干渉チェックに利用可能である．

橋梁には前述のように多種多様な形式があるが，その多

くは箱桁および I桁橋梁形式である．標準的な橋梁形式に
対して，橋梁製造会社は，以下に列挙するような NC加工
装置およびロボットを配備している．

・溶接部プライマー塗装剥離装置

・部材取り付け位置・切断線マーキング装置，

・超硬ドリルによる高力ボルト用穿孔装置

・プラズマ切断装置

・レーザ切断装置
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図６　耐候性橋梁の年度ごとの建設量推移と全鋼橋に占める比率

図７　原寸システムと連動させた橋梁の 3D 画像 



・溶接ロボット

例えば，図８に示す箱桁ブロックを部材・要素として分

解すると，フランジおよびウェブ部材のパネル製作があ

り，フランジ部材には縦リブ，ウェブ部材には水平，垂直

スチフナーと呼ばれる補剛板が，すみ肉溶接継手として取

り付けられる．

フランジパネル製作ラインと呼ばれる自動製作装置は

縦リブ組立装置，多電極縦リブ溶接装置，歪み矯正プレス

装置が配置されている．各工程・装置間は，その個別工程

が終了すると，ローラーコンベアが作業台下よりせり上が

り，パネル部材を持ち上げ，次の工程へ移動するように装

置が設計されている．したがって，天井クレーンは本製作

ラインでは使用されない．

一方，ウエブパネルは，フランジパネルと並行する生産

ラインとなり，ウェブ材へのスチフナー取り付け，組立溶

接は，手作業となるが，本溶接にはロボットが使用される．

図９に，スチフナー溶接ロボットの稼働状況を示す．いわ

ゆる天吊りの２台の多関節ロボットにてスチフナー部材

の両側すみ肉溶接を行うものである．

CAD/CAMシステムにより，予め溶接線データを生成
し，オフラインティーチングするが，依然としてアークセ

ンサーによるオンラインによる溶接線倣いも併用してお

り，橋梁製作工場では主流となっている．自動車等の溶接

施工と異なり，大型部材であるので，部材を治具によって

固定する生産方式ではない．溶接施工中に部材の変形が生

じ，溶接線が当初位置より動くためこのようなセンシング

を行っている．

2.4 供用中橋梁における不具合

（1）地震による損傷被害

図10，図114)は東北地方太平洋沖地震による高速道路の

ある鋼製橋梁の被害状況を示したものである．図10は写真

左右方向が橋軸（車両走行）方向である．右側の I桁橋梁
は，ゴム支承が水平方向に断裂し，桁ごと手前側（橋軸直

角方向，幅員方向）へ移動している．桁下フランジに破壊

したゴム支承の上部が残った状態が観察できる．そのすぐ

奥には，ゴム部分が無く，鋼製の沓座ベースプレートのみ

残った状態も見ることができる．直下型地震で，鉛直方向

に変位が生じたものと推察される．損傷桁のウェブに取り

付けられている垂直補剛材が，座屈により変形している状

態も見られ，推測ではあるが，地震により，桁が一旦浮き

上がって落下したとすれば，このような変形の結果が納得

できる．

一方，左側のゴム支承は損傷を受けておらず，左右の桁

でその損傷度の違いが対比できる．図11は手前が損傷を受

けた桁の道路面で，ゴム支承損傷による路面の下降，左幅

員方向への移動が観察される．

このように地震による外力は設計耐力を数倍超えるも

のであり，損傷を完全に防ぐことができないことを橋梁設

計者，製作技術者に知らしめした．

第３章にて，制震機能を備えた種々のデバイスについて
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図８　箱桁ブロック 図10　東北地方太平洋沖地震による鋼製橋梁の支承損傷

図11　東北地方太平洋沖地震による鋼製橋梁の路面損傷図９　スチフナー溶接ロボットの稼働状況



紹介し，説明を加えるものとする．

（2）疲労き裂

橋梁の疲労き裂については，多くの報告がなされてい

る．ここでは，実在する疲労き裂について走査型電子顕微

鏡観察を実施した論文5)について紹介する．実験等で意図

的にマーキングされるビーチマークもこの論文では，観察

されている．

門型鋼製橋脚上（構造的にはラーメン橋脚と呼ばれる）

の主桁支承間で横梁上フランジ部材へ繰り返しせん断応

力が発生し，疲労き裂となる．図12に示すように，スカラ

ップ回し溶接止端部の応力集中部から発生し，上フランジ

板厚を貫通するき裂が観察された．

橋梁で観察されるき裂が疲労き裂であると正確に同定

するためには，以下に示すような方法で調査すべきである

と考える．

図13に示すように走査型電子顕微鏡観察によると，破面

はストライエーション模様を呈しており，疲労破壊による

ものであると断定できる．ただ溶接金属部では，母材部と

比較してストライエーションは若干不明瞭であるとして

いる．

外観のみで，全てを疲労によるき裂と断定し，他の発生

原因によるき裂の可能性を否定することは，科学的ではな

い．内部きず，フラクトグラフィ，活荷重応力，溶接ビー

ドの形状等から総合的に判断することが望ましい．

次に，鋼床版構造による橋梁では，Uリブ溶接部の疲労
き裂が問題となっている．実在するき裂として，図146)のよ

うにデッキプレートと Uリブ溶接は片面からの部分溶け
込み溶接となるが，ルート部に応力集中が発生し，デッキ

プレートを貫通するような疲労き裂となって伸展するも

のがある．この場合，路面からみると，デッキプレートに

は舗装があり，き裂の補修はその舗装を除去して，デッキ

プレートを露出させる必要がある．交通規制が発生し道路

機能がマヒすることとなり問題である．

なお，き裂発生を抑えるために，道路橋示方書では，デ

ッキプレートの鋼板厚を12から 16mmに増厚し，Uリブ
溶接部の溶け込み量を Uリブ板厚の75％以上必要である
と規定した．溶け込みが安定した溶接方法を採用すること

は必須となる．

溶接・接合プロセスおよび施工

3.1 橋梁における新たな溶接法の適用

制御された先進的な溶接法を橋梁製作に取り入れよう

とする動きがある．いくつかの例を示す．

一つはレーザおよびレーザハイブリッド溶接法である．

図15にすみ肉溶接継手に対して YAGレーザ溶接（LBW）
と GMAWを適用し，その溶接部マクロ断面を比較したも
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図12　すみ肉回し溶接止端部からフランジへ伸展する疲労き裂

図13　走査型電子顕微鏡で溶接金属内に観察されるストライエ
ーション

図14　鋼床版構造と U リブ溶接部ルートからデッキプレートへ発生するき裂



のを示す7)．

鋼橋構造の特徴としてフランジ，ウェブの主板（スキン

プレート）への補剛として，リブ，スチフナーと呼ばれる

部材をすみ肉溶接継手として取り付ける設計となってい

ることが多い．

他業界のように LBWの厚板への突き合せ継手に対する
実験・研究ではなく，観点を変えてすみ肉溶接継手への適

用を検討している．

論文では，橋梁構造への LBWの適用の動機と実験結果

として，溶接変形量が GMAWと比較して少ないこと，溶
接残留応力が従来溶接法と比較して少ないこと，またその

発生応力が熱弾塑性解析により高精度に予測できること

等をあげている．

したがって，加熱矯正工程が省略可能で，残留応力が正確

に予測できることは，工場にて，更に品質が管理された桁ブ

ロックが製作可能であることに通じるものである．図16に

橋梁の各部位へのレーザハイブリッド溶接適用について描

かれた構想図を示す．今後の研究成果に期待する．
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図15　レーザー・アークハイブリッド溶接と炭酸ガスアーク溶接法の比較

図16　レーザー・アークハイブリッド溶接法の橋梁への適用

図17　制御・設計されたパルス波形



もう一つはパルスMAG溶接の適用である．最近ではデ
ジタルアーク溶接電源の開発は，日本，欧米で隆盛となり，

その開発競争のコアとなるのが，より高速演算が可能な

DSP（Digital Signal Processor）の使用であると考えられ
る．1995年以降に電流電圧波形制御に対してデジタル制御

が適用されるようになってきた．

一方，橋梁業界では，すみ肉溶接ビードの外観を重視す

るため，フラックスコアードワイヤ使用による炭酸ガスア

ーク溶接の適用がなされてきた．しかしながら，前章に示

した鋼床版構造において Uリブ溶接部の疲労き裂発生に
対して，溶け込み量をより安定に，より深くするニーズが

高まっている．これに呼応して，炭酸ガスアーク溶接法よ

り更に制御された溶接法としてデジタル制御によるパル

スMAG溶接法を橋梁へ適用しようとする動きがあった．
パルス波形の制御が可能な電源を使用して，Uリブ溶接
溶け込み量をより大きく，溶け込み線の安定を図った研究

である8)．

図17は前述の命題に対応するために制御・設計された

パルス波形の例である．このように，ベース・ピーク電流

値ともに，そのパルスの時間長さ等のパラメータが任意に

設計され作成することが可能である．設計されたパルス波

形を再現して，Uリブを溶接した結果を図18に示す．開発

されたパルス波形を適用することにより，溶け込み量の増

加および溶け込み線の安定化が確認された．

図19に示すように，溶滴移行形態についても従来パル

ス波形と開発パルス波形では明確に異なることを示して

いる．

3.2 疲労強度向上対策

（1）耐疲労鋼

鋼製橋梁では特に，疲労強度向上に対するニーズが高ま

っており，耐疲労鋼を採用する橋梁は増加している．

疲労強度向上技術として，変動応力を低減することがあ

げられる一方，材料面からのアプローチが望まれていた

が，溶接部の疲労強度を鋼材面で改善することは不可能と

考えられてきた．耐疲労鋼は鋼材における疲労き裂進展抑

制だけでなく溶接部の疲労き裂発生を抑制するものとし

て，開発された．

耐疲労鋼の金属組織学的な特長は，組織が微細であり，

例えば，フェライト（軟層），ベイナイト（硬層）を混在さ

せた２層構造としていることである．このようにすること

によって，疲労き裂は相境界で停止，または相境界に沿っ

た屈曲を繰り返し進展速度が鈍化するものである．図20に

応力拡大係数範囲とき裂進展速度の関係をしめす9)．明ら

かに FCA鋼のきれつ進展が遅いことを示している．
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図19　パルス波形と溶滴移行形態の相違

図18　従来パルス波形Aと開発パルス波形Bの溶け込み量比較



（2）超音波他を利用したピーニング処理

一方，溶接部への疲労強度向上ツールとして，溶接止端

部残留応力に対して引張から圧縮へ変化させることが可

能なピーニングツールが実際の工事で使用されている．ま

た，同時に，このツールはピーニングによる塑性変形を加

えることにより，止端部半径を増大させ，溶接部の応力集

中を緩和する効果が期待される．

溶接金属を溶接後，「Preening-たたく」処理は古くから疲
労強度向上対策として知られている．前述するツールは磁

歪効果による打撃ピンへの超音波振動付与により，溶接止

端部への塑性変形を加えるものであるが，その他，圧縮空

気をツールに送付することによって振動を発生させるも

のも出現している．いわば，一定の周波数および衝撃力に

よるピーニングを行うことが，定量的な疲労強度改善に繋

がるツールであることを示している．

3.3 新たな橋梁構造

第２章で記述したが，大地震による被害は，甚大なもの

となり，インフラシステムを崩壊させることになる．大地

震による被害の抑制対策は日進月歩，技術開発がなされて

いる．ここでは地震時の発生応力を低減するため，エネル

ギー吸収性能が高い制震デバイスについて説明を行う．

平成７年の兵庫県南部地震以後は，発生確率が高い地震

動を想定して設定する設計地震動をレベル１地震動，より

発生確率が低く大きな地震動を想定して設定するものを

レベル２地震動と呼ぶことが多くなっている．本項では，

レベル２地震動への対策を施したデバイスについて数例

紹介する．

図21に示す制震デバイスは一般的にせん断降伏型鋼材

ダンパーと呼ばれ，鋼板には低降伏点鋼を使用している10)．

低降伏点（降伏点　205～245N/mm2）かつ延性が高い（伸

び　40％以上）ため，鋼板のせん断弾塑性履歴により，減

衰を付与する．これにより，レベル２地震動時の鋼製橋梁

の落下等，甚大な被害を防止し，減災に向けて開発された

デバイスである．

図22は構造例としての鋼材の軸降伏型ダンパーを示す11)．

図は下路アーチ橋の端柱に適用されたダンパーの取り付

け状況を示す．上述と同様に，軸材に低降伏点鋼材を使用

している．構造の特徴として，軸材に圧縮荷重が働き，座

屈するのを角形鋼管で拘束するものとなっている．

図23に示すように，ダンパー部の保有エネルギー吸収性

能を示す指標として，荷重履歴累積塑性変形倍率（破断に

至るまでの繰り返しの変位の総和を初期弾性変位で除し
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図20　従来鋼と FCA 鋼のΔK と da/dN の関係

図21　せん断降伏型鋼材ダンパー

図22　軸降伏型ダンパー適用例（上）とダンパーの構造（下）

図23　累積塑性変形倍率



たもの）が定義され，1000程度のものを使用する．

検査・品質管理

4.1 溶接施工試験

本項では，溶接施工試験について説明を加える．溶接施

工試験は，当該工事の特殊溶接構造，鋼材に対して事前に

試験を実施し，品質を確認する過程で，不具合等が懸念さ

れれば，さらに確実な品質確保の方法を実工事が開始され

るまでに対応しておくプロセスとして位置づけられる．

また，溶接施工試験は道路橋示方書で規定されている．

規定される内容として，入熱量が 70,000 J/cmを超える溶
接法に対して事前に実施すること等，その製作会社で実績

のない溶接法，鋼材，溶接材料等に対する溶接継手の機械

的性質の確認を促している．道路橋示方書では，一般的な

試験体形状として，平板の突き合わせ溶接継手を例示して

いるが，平板では実際の構造物の溶接施工を再現するもの

ではないとして，製作会社では，工夫をこらして実態に即

して継手を一部分再現した試験体を考えて施工試験を行

っている．

図24に鋼製橋脚における溶接部の品質確認として溶接

施工試験における着目部位を示す．溶接施工試験の計画を

行うことは，事前に全てのブロックの，それぞれの溶接箇

所について，溶接姿勢，溶接作業に関する狭隘さ，等につ

いて照査し，その難易度を把握することで，的確な事前チ

ェックを行うことを意味する．

4.2 Uリブ溶接部の部分溶け込み量計測

３章で示したが，鋼床版構造の Uリブ溶接溶け込み量
が疲労強度確保の観点より規定されている．その Uリブ
溶接溶け込み量を超音波により定量的に非破壊で測定し

た研究例を示す．従来，溶接部の欠陥をとらえるためには，

超音波探傷試験は「きず」の端部エコーをとらえ，連続し

て一定のエコー高さが超える区間を，その溶接部の「きず」

長さとしている．

一方，端部エコー法に対して，探触子を走査せず，不溶

着部の面積に反射する超音波のエコー高さの大小により

溶け込み深さを定量的に推測する方法がある．図25に典型

的かつ標準的な，きずの形状・寸法と相対エコー高さの関

係を示す12)．Uリブ溶接部の溶け込み残し深さは，図中 (b)
の帯形平面きずと同様のものと考えられ，きずの大きさは

相対エコー高さと比例することにより，定量的な寸法測定

が可能であるとして，本方法が開発されている．

従前，超音波探傷装置による部分溶け込み溶接継手に対

する健全性評価に関する研究は見受けられなかったが，
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図24　鋼製橋脚の複雑な板組構造

図25　きずの形状，寸法と相対エコー高さの関係



様々な検討を経て，現在，実用化しつつある13，14)ことは特筆

に値する．

4.3 溶接収縮量計算

溶接収縮量に関しては，経験則の適用や各社のノウハウ

として実績値をフィードバックした算定式を適用してお

り，ほぼ妥当で，出来形管理に影響がない程度の収縮量を

予測することができる．工場では，パネル製作，桁ブロッ

ク製作にあたっては，あらかじめ橋軸および橋軸直角方向

収縮量を原寸工程で「伸ばし量」として組み込んでいる．特

に橋軸方向の収縮量を正確に見積もることは重要である．

また，各社とも，桁溶接後に桁端部を切断・切削・後孔

加工を行い調整している．このような調整工程もあり，架

設精度には問題が生じないように対処している．

本編では，現場溶接時の溶接収縮量解析について，概要

を紹介するものである．

古くから桁の現場架設については，添接板を使用した高

力ボルトによる摩擦接合による結合が行われてきた．しか

しながら，橋梁構造が時代とともに設計変更がなされ，現

場溶接継手による桁ブロック結合方式が多く採用される

ようになっている．

その代表例が少数 I桁構造の全断面溶接工法である．主
桁の上下フランジ，ウェブを溶接するものであり，特徴と

しては，片面裏波溶接法を用いることである．少数 I桁構
造においてはフランジ板厚が，少なくても40～70mm程
度と大きくなり，厚板溶接に対する精度が高い収縮量の想

定が架設時の出来形精度を確保する意味でも必須となっ

てくる．

厚板の片面裏波溶接継手に適用する開先形状に対して

は，過去の研究，実験，解析例は少ない．また，実工事と

の収縮量の比較についてもデータが少なく，解析が妥当で

あるかわからない．

本編では，具体例として前述した溶接継手に対して，理

想化陽解法による熱弾塑性解析を行った研究例を示す．

従来の考え方によると厚板への多層パスによる溶接変形

は以下のように計算する．

n層目に起きる溶接変形は（n-1）層までの多層溶接で形
成された溶接部の厚さを，鋼材の厚さ tn-1と考え，n層目の
溶接入熱によって板厚 tn-1の平板へのビードオンプレート

による変形として計算するものである．最終的な溶接変形

は初層から上述の計算による累積量となる．溶接部の厚さ

が十分大きくなったときは，溶接変形量の増分は初層から

数パスのそれと比較すると，少なくなってきて飽和するも

のとしている．

これは定性的には容易に理解できるものであるが，概念

であって，製作の実践現場としては精度が要求される．

一方，理想化陽解法による熱弾塑性解析計算速度は従来

の陰解法等の解析手法と比較して速いものであり，今まで

着手されなかった厚板溶接に対しても，適用可能である．

実構造を模した溶接試験体の変形量と理想化陽解法によ

る熱弾塑性解析結果15)は，よく一致している．これは，当該

工事における板厚，開先，構造といった固有の境界条件に

対する解析作業ではあるが，工学的には有効と考える．

あ と が き

溶接・接合教室　基礎編16)に引き続き，橋梁製作におけ

る新技術のトピックスを取り上げ，そのバックグラウンド

についても説明を加えた．

鋼材製造技術の進化，溶接法の変化・自動化，疲労損傷

による耐力低下への対策等，橋梁業界をとりまく溶接技術

の進化が観察される．また，新しい制震装置の適用等，構

造への工夫も確認される．

一方，業界として，橋梁技術者は未曾有の自然災害によ

る土木構造物の破壊に対して人々のライフラインを繋ぎ

止める意味で，交通インフラの一部である橋梁を守り続け

ることは重要な役割であると考える．

土木業界では，技術部門の人材確保が喫緊の課題であ

り，本編が具体的な技術・技能伝承の資料として役立つこ

とを願うものである．
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