
まえがき＝タンカーのCOT（Cargo Oil Tank）底板にお
いては局部腐食（孔食）が顕在化しており，油流出の懸
念から問題視されている。通常 2.5 年毎に実施されるド
ライドック検査時には，認められる孔食の深さは最大
10mm，補修を要する孔食の数は数千個にも達してお
り 1），検査および補修の作業負荷も非常に大きくなって
いる。
　COT底板の腐食メカニズムは，�日本造船研究協会
第 242 研究部会（SR242）の調査研究により明らかにな
っており 2），その概略は以下の通りである。COT底には
腐食の電気化学反応の進行に必要な水分（高濃度の塩水）
が存在するが，底板の表面にはオイルコートと呼ばれる
環境遮断作用をもった被覆層が形成され，鋼板は腐食環
境から保護されている。しかし，何らかの原因でオイル
コートが局所的に損傷し，その局所損傷部において原油
由来の単体 Sまたは低 pHの塩化物溶液が作用して，鋼
板の局部腐食が加速されて孔食に至る。
　このような孔食への対応策として，底板に塗装を施す
場合もあるが，塗膜欠陥から孔食成長が起こる事例も認
められており1），さらに確実で効果的な防食対策が要望
されている。
　当社では，抜本的な底板の防食対策として，ドック検
査時の補修が不要となるレベルまで孔食の成長速度を低
減する原油タンク底板用耐食鋼を開発し，メニュー化し
ている3），4）。本報では，開発鋼材の耐食設計の考え方に
ついて述べ，耐食性および機械的特性について紹介す
る。

1．耐食設計の考え方

　原油タンク底板用耐食鋼の開発においては，SR242 で
明らかになった 2つの腐食因子（単体 Sおよび低 pH塩
化物溶液）の双方に対して有効な成分設計を行った。

　腐食因子の単体 Sは COT内の気相部から上甲板裏な
どに析出することが明らかになっており5），スラッジや
オイルコートに混入して鋼材近傍に存在し，オイルコー
ト欠陥部において底板の孔食を促進する（図 1）。単体 S
は鋼材と直接的に接触することにより，腐食反応を顕著
に増大させることが電気化学試験により確認されてい
る6）。当社開発鋼では，安定な保護膜となる腐食生成物
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図 1 単体 S による底板の腐食メカニズムとその促進試験方法
（試験 A）

������ Schematics of corrosion mechanism caused by elemental sulfur 
and simulated test for evaluating corrosion resistance (Test A)
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を鋼材表面に生成させて，単体 Sと鋼材との接触を防止
し腐食反応を抑制する，との考え方に基づいて成分設計
を行った。
　また，底板の孔食内部には，pHが 2～4と外部（pH4
～8）よりもpHが低い塩化物溶液が存在することが実船
調査で明らかになっている2）。このような低 pH溶液の
存在によりカソード反応である水素発生反応が促進され
るため腐食が促進されると考えられる（図 2）。当社開発
鋼では，水素発生反応を抑制し，かつ溶解した場合に孔
食内の pHを上昇させる合金成分を活用し，腐食反応の
抑制を実現している。
　当社開発鋼では，上述の双方の腐食因子が同時に作用
した場合にも安定保護膜の生成と pH緩和効果が得られ
るため，腐食の抑制に有効である。

2．実験方法

　上述のCOT底板の腐食メカニズムに基づき，耐食性
評価のための腐食試験方法を確立した。試験 A（図 1）
では特級試薬（純度 99.5％以上）の硫黄粉末を混合した
NaCl 水溶液を孔食内部の模擬溶液として用い，浸漬し
た試験片の腐食速度から孔食成長速度を評価した。な
お，実船調査において認められたスラッジ中の単体 S濃
度は数％であり，本試験では単体 S濃度を実船よりも高
めた厳しい環境条件における耐食性を評価した。
　試験B（図 2）は低 pH塩化物溶液による腐食に対する
耐食性を評価するためのものである。試験片上に孔食内
部模擬溶液として，pHを 1.0 に調整したFeCl3＋NaCl 溶
液を滴下し，恒温恒湿（333K，95％RH）に保持し，試

験片の腐食速度から孔食成長速度を評価した。試験Bで
は，実船に比べて温度を上昇，pHを低下させて腐食を促
進しており，実船よりも厳しい環境条件における耐食性
を評価した。

3．実験結果

3．1　耐食性

　単体Sに対する耐食性を評価するためのラボ促進試験
Aにより得られた開発鋼の孔食成長を図 3に示す。図 3
では，孔食成長速度は従来鋼との比として示している。
開発鋼の孔食成長速度は従来鋼に比べ 1/4 に低減される
ことがわかる。試験 Aに供試した後の開発鋼の表面に
は，従来鋼に比べて緻密な腐食生成物が形成されてお
り，環境側から腐食生成物へのClイオンの侵入は認めら
れないことから，環境遮断性が高いことが推察され，こ
のような環境遮断により単体Sによる腐食が抑制された
と考えられる。
　また，低 pH塩化物溶液に対する耐食性を評価するた
めのラボ促進試験Bにより得られた開発鋼の孔食成長を
図 4に示す。開発鋼の孔食成長速度は従来鋼に比べ 1/5
に低減されることがわかる。試験Bにおいて，開発鋼に
滴下した溶液の pHは，試験終了時には 4まで上昇して
いたことから，開発鋼の pH緩和効果によって腐食が抑
制されたものと推察された。
　以上のように，本開発鋼は，単体 Sおよび低 pH塩化
物溶液の両腐食因子に対して耐食性が高いことが示さ
れ，COT底板での孔食の成長抑制に有効である。
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図 3  試験 Aによる開発鋼の孔食成長速度（従来鋼比）
������  Ratio of pit growth rate for conventional steel (Test A)
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図 2 低 pH溶液による底板の腐食メカニズムとその促進試験方
法（試験B）

������ Schematics of corrosion mechanism caused by low pH solution 
and simulated test for evaluating corrosion resistance (Test B)

図 4  試験 Bによる開発鋼の孔食成長速度（従来鋼比）
������  Ratio of pit growth rate for conventional steel (Test B)
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　ここで，孔食の成長速度は確率論的なバラツキを示
し，最大値分布であるGumbel 分布に従うことが知られ
ている7），8）。このことは，適用面積が大きいほど深い孔
食が生じることを意味しており，小面積のラボ試験結果
から大面積の実機での孔食成長を予測する試みがライン
パイプ鋼 9）や石油タンク10）など多くの事例において実
用されている。タンカーのCOT底板についても，孔食
成長速度はGumbel 分布に従うことが実船の腐食調査で
確認されている6），11）。本知見は確率論的アプローチが実
船の最大孔食成長速度を評価するのに非常に有効である
ことを示しており，本開発鋼についてもGumbel 分布を
用いた極値解析により実船相当面積での耐食性（最大孔
食成長速度）を評価した。
　図5および図6は試験AおよびBで得られた最大孔食
成長速度の比較を示す。ただし，図 5および図 6では，
従来鋼の最大孔食成長速度を実船の最大値として報告さ
れている値，すなわち 4mm/year に換算して表記してい
る。両試験とも，最大孔食成長速度はGumbel 分布によ
く従っており，実船と同様の確率分布を有する孔食成長
が再現されており，試験の妥当性が示唆される。また，
いずれの試験結果においても，Gumbel 分布の傾きは従
来鋼よりも開発鋼の方が大きくなっていることから，開

発鋼では成長速度の大きい孔食は生じないことが明らか
であり，耐食成分設計が有効であることが示されてい
る。
　ここで，VLCC実船で認められる孔食の平均直径を
10mm，個数を 2000 個と想定した場合，試験 Aでは再帰
期間 T＝65.4，試験 Bでは T＝174 における孔食成長速
度が実船相当の最大孔食成長速度に相当する。実船相当
面積の開発鋼の最大孔食成長速度は，図 5および図 6で
はいずれの試験でも 1.2mm/year 程度と従来鋼の約 1/4
であり，2.5 年間のドライドックで認められる孔食の最
大深さは 3mm（＝ 1.2mm/year × 2.5year）と通常の補
修基準の深さ4mm未満に抑制できることが示唆される。
以上のように，実船相当面積を想定した場合にも開発鋼
は優れた耐食性を示すことがわかった。
　図 7は 2.5 年間毎のドック検査で認められる底板の最
大孔食深さの予測値を示す。従来鋼では，最大 10mmに
達する孔食が認められており，通常は深さ 4mm超の孔
食を塗装（タッチアップ），深さ 7mm超の孔食を肉盛り
溶接により補修している。ここで，SR242 の調査におい
て，ドライドックを経ると底板の孔食成長は停止するこ
とが明らかになっている2）。その理由は，ドライドック
で検査のために腐食生成物などが除去（洗浄）された孔
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図 7  開発鋼適用時に想定される底板の最大孔食深さの経年変化
������  Estimation of maximum pit depth observed in dock inspections
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図 5  試験 Aによる開発鋼と従来鋼の最大孔食成長速度の比較
������ Comparison of maximum pit growth rate of developed and 
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図 6  試験 Bによる開発鋼と従来鋼の最大孔食成長速度の比較
������ Comparison of maximum pit growth rate of developed and 

conventional steels obtained by simulated test B
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食上には，孔食のない通常部より厚いオイルコートが通
常運航時に再生成して，より保護性が高くなるためと考
えられている。このようなドライドックを経ると孔食成
長が停止するとの知見より，本開発鋼を底板に適用した
場合，認められる最大孔食深さは補修が必要となる
4mmを超えないと想定され，タンカーの使用期間に渡
って補修は不要となることが期待される。
3．2　機械的性質

　表 1に開発鋼（板厚 19mm）の機械的性質を示す。開
発鋼の強度および靭性は従来鋼と同等以上であり，船級

規格（AH32）を満している。また，通常の溶材を用いて
入熱量130kJ/cmの溶接条件にて製作したFCB溶接継手
の靭性（図 8）も従来鋼と同等以上であり，船級規格
（AH32）を満足することがわかる。以上のように，開発
鋼は船級規格を満足し，従来鋼と全く同様の溶接方法を
適用することが可能である。

むすび＝当社にて開発した原油タンク底板用耐食鋼は，
実船において従来鋼比で 4倍程度の耐食性を発現し，孔
食成長を大きく抑制できることが期待される。本開発鋼
の適用により，塗装などの初期の防食対策費および定期
検査時の修繕費用などのライフサイクルコストが低減で
きるとともに，タンカーの安全性向上に寄与するものと
考える。なお，本開発鋼はすでに実船タンカーに適用さ
れており，実用において狙いとする耐食性が確認，検証
されると考える。
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図 8  開発鋼の FCB溶接継手靭性
������ V-notch charpy impact test results of FCB welded joints 

(Heat input: 130kJ/cm, WM: Weld metal)
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表 1  開発鋼の機械的性質
���������Mechanical properties of developed steel


