
まえがき＝海洋構造物の大形化および使用環境の寒冷地
化が進む中，より一層の高強度，高じん性化が求められ
つつあり，当社としても高強度鋼用溶接材料の改良・開
発に取組んでいる。
　溶接金属のじん性を向上させるためには，通常（1）マ
トリックス（素地組織）の強化，（2）ミクロ組織の微細
化，および（3）アシキュラー（針状）フェライトの形成
の三つの機構が利用される。この三つの機構は全てオー
ステナイト（γ）から初析フェライト（α）への変態を
制御するものである。ここで当社は，新たな溶接金属の
じん性向上技術を探索するため，高温段階でのデルタフ
ェライト（δ）からγへの変態に着目し，γ粒径を制御
することによって溶接金属のじん性に及ぼす影響を調査
した。
　鉄鋼材料においては，γ粒径に及ぼす合金成分の影響
や機械的性質との関係，またγ粒径の微細化技術などが
研究されているが1），溶接金属についてはこれまでほと
んど検討されていない。そこで本稿では，高温レーザ顕
微鏡を用いて，高強度鋼用溶接金属のγ粒径と組織変化
をその場観察により評価した。さらに，γ粒径に及ぼす
各影響因子（化学成分，溶接法）を明確にした上で，溶
接金属の低温じん性に及ぼすγ粒径の影響を検討した。
以下にその概要を報告する。

1．試験方法

1．1　試験片作製

　本稿では，溶接金属のγ粒径の制御について，溶接金
属の含有酸素の量，含有アルミニウム元素の量（以下，
Al量という），および溶接法の三つの影響因子を検討し
た。酸素量については，溶接金属の酸素量に比例して酸
化物系介在物が増え，“ピン止め効果”（溶接金属内部に

分散された介在物や不純物などは粒界移動に対してピン
として働き，結晶粒の成長を抑制する現象）によりγ粒
径が変化することを想定した。一方，Al量については，
溶接金属のAl量が増えるにつれてFe-C-Alの擬二元系平
衡状態図におけるγ単相領域が減少するとともに，Al 添
加により溶接金属の酸素量も変化して，γ粒径が変化す
ることを想定した。溶接法としてはサブマージアーク溶
接（SAW），ガスメタルアーク溶接（GMAW），およびガ
スタングステンアーク溶接（GTAW）の 3種類の溶接法
において，溶接金属の酸素量が変化することによるγ粒
径の変化を想定した。以上のγ粒径制御における各影響
因子を検証するため，まず引張強さ780MPa級鋼用SAW
材料（JIS Z3183-2012 S80J4-H4）をベースとして，フラ
ックスの成分系を変化させた試験材料を用い，酸素量と
Al量の異なる溶接金属を作製した。GMAWおよび
GTAWの試験では，SAWで作製した溶接金属の化学成
分を狙って調整したソリッドワイヤを用いて，シールド
ガス中のArとCO2の比率を変化させることにより低酸素
系の溶接金属を作製した。各溶接法における溶接条件と
開先形状を表1に示す。引張試験および衝撃試験の試験
片はJIS Z3111-2005に従い，溶接金属の中央かつ板厚中
央より採取した（図1）。また，γ粒径測定用の試験片は，
作製した多層溶接金属の最終パスの原質部からφ5.0×
1mm厚さで採取し，表面を鏡面研磨処理して作製した
（図 1，図 2）。
1．2　高温レーザ顕微鏡によるγ粒径の測定

　高温レーザ顕微鏡システム（図3）の赤外線集光型加熱
炉内に試験片（図 2）を設置して熱サイクル（図 4）を
与えた。この熱サイクルは，溶接時溶接金属の再熱部粗
粒域（最高温度1,300～1,400℃程度）の温度履歴を再現す
るものである。そしてその場で0.03秒の時間分解能でγ
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粒径を測定した2）。γ粒径の測定にあたっては，高温レ
ーザ顕微鏡で観察したγ生成時の写真（視野：0.4×
0.3mm）を用いた。観察写真上に横20本，縦20本の等間
隔の直線，および斜めに2本の直線（合計42本の直線）を
引き，各線ごとにγ粒の数を測定して，γ粒径を算出す
る。その42本ごとに算出した値を平均して供試材のγ粒
径とした。
1．3　その他の性能評価

　溶接金属のミクロ組織を光学顕微鏡で観察し，介在物
の大きさや個数密度をEDX（Energy Dispersive X-ray 
spectroscopy）分析およびEPMA（Electron Probe Micro 
Analyzer）分析により調査した。また，溶接金属の機械
的性質評価は，引張試験（JIS Z2241-2011，6.0φ），シャ
ルピー衝撃試験（JIS Z2242-2005）を実施した。

2．試験結果と考察

2．1　酸素量の影響

　酸素量を変化させたSAW材料の溶接金属の化学成分
分析結果と引張試験結果を表2に示す。図5に溶接金属
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表 1  溶接条件と開先形状
Table 1  Welding conditions and groove configuration

図 4  熱履歴
Fig. 4  Thermal history

表 2  溶接金属の化学成分分析結果と引張試験結果（SAW）
Table 2  Chemical compositions and tensile properties of weld metal

図 3  高温レーザ顕微鏡の模式図
Fig. 3 Schematic illustration of high temperature laser scanning 

confocal microscopy (HLSCM)

図 1  試験片の採取位置
Fig. 1  Location of test specimen

図 2  γ粒径測定用試験片の形状
Fig. 2  Test specimen for measuring γ grain size



の酸素量とγ粒径の関係を示す。酸素量が減少するとγ
粒径が大きくなる傾向が見られた。一方，図 6にγ粒径
とシャルピー吸収エネルギーの関係を示す。γ粒径が大
きくなると溶接金属のじん性は向上する傾向が見られ
た。酸素量とγ粒径の関係を考察するため，供試材A，
C，Dにおける酸化物系介在物の大きさと個数密度を測
定した（図 7）。溶接金属の酸素量がD（460ppm），C
（300ppm），A（190ppm）の順に減少するにしたがって酸

化物系介在物（介在物径は主に0.3～0.5μm）の数が減っ
ている。酸化物系介在物は“ピン止め効果”があること
から，酸化物系介在物が少ないとγ粒径が大きくなると
考えられる3）。また，γ粒径と相変態の関係を考察した
（図8）。γ粒径が大きいほど粒内の変態が促進され，粒
内ベイナイト（アシキュラーフェライト）が形成されて
いる。逆に，γ粒径が小さいほど粒内変態が抑制され，
粒界から粗大な粒界ベイナイト（上部ベイナイト）が形
成されている（図 8－ h）4）～ 6）。
2．2　Alの影響

　SAWの溶接金属のAl量を 2水準とし，同時にそれぞれ
のSi量を変化させた溶接金属を作製した。溶接金属の化
学成分分析結果と引張試験結果を表 3に示す。また，Al
量とγ粒径の関係を図9に示す。Al量が増えると酸素量
が減少し，γ粒径が大きくなる傾向が見られた。これ
は，Alによる脱酸効果によって酸素量（酸化物系介在物）
が減少し，γ粒の成長を抑制する酸化物系介在物の“ピ
ン止め効果”が弱くなるためと考えられる。また， γ粒
径とじん性の関係を図10に示す。Alを少量添加しγ粒
径が110μm以下の場合，γ粒径が大きくなるとじん性は
上昇する傾向が見られた。一方，Al を多量添加しγ粒径
が114μm以上であると，γ粒径は大きくなるが，じん性
は劣化し，強度が大きく上昇した。これは，低Alの組織
はベイナイト主体の組織であり，高Alの組織はマルテン
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図 5  溶接金属の酸素量とγ粒径の関係
Fig. 5  Relationship between [O]WM and γ grain size

図 6  γ粒径と吸収エネルギーの関係
Fig. 6  Relationship between γ grain size and absorbed energy

図 7  酸化物系介在物の粒度分布
Fig. 7  Granularity distribution of oxygen inclusions

図 8  γ粒径と相変態の関係
Fig. 8  Relationship between γ grain size and phase transformation



サイト主体と，それぞれの変態特性が異なるためと考え
られる。さらに，γ粒径と低温じん性に及ぼすAl量と酸
素量の比率（Al/O）の影響を図11に示す。Al/Oが高くな
るとγ粒径がやや大きくなる傾向があるが，じん性は
Al/Oが0.46近傍が良好な値であった。この比率ではミク
ロ組織が最も微細化しており，じん性については，Al/O
の適正範囲があることが確認された。これは，Al/Oが
適正な範囲の場合，溶接金属中の介在物はAl-Mn系スピ
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表 3  溶接金属の化学成分分析結果と引張試験結果（SAW）
Table 3  Chemical compositions and tensile properties of weld metal

図10  γ粒径と吸収エネルギーの関係
Fig.10  Relationship between γ grain size and absorbed energy

図 9  溶接金属のAl量とγ粒径の関係
Fig. 9  Relationship between [Al]WM and γ grain size

表 4  溶接金属の化学成分（mass％）
Table 4  Chemical compositions of weld metals (mass％)

図11  溶接金属の [Al/O] と吸収エネルギーおよびγ粒径の関係
Fig.11 Relationship between [Al/O]WM and absorbed energy, γ grain size



ネル型酸化物が主体であり，微細なアシキュラーフェラ
イト組織の形成を促進するためと考えられる。一方，
Al/Oが低い場合，Al量の少ない溶接金属中の介在物は
Si-Mn系酸化物が主体となり，Al/Oが高い場合，Al量が
過剰な溶接金属中の介在物はAl2O3が主体である。じん
性の劣化については，両方ともにアシキュラーフィライ
トの核生成を促進するAl-Mn系スピネル型酸化物が少な
いためと考えられる。
2．3　溶接法の影響

　SAW，GMAW，GTAWの各溶接法で作製した溶接金属
の化学成分を表 4に示す。また，各溶接法の溶接金属の
酸素量とγ粒径および低温じん性の関係を図12に示す。
酸素量が減少するとγ粒径が大きくなり，じん性は向上
する傾向が見られた。γ粒径が大きくなるのは酸素量
100ppm以下の極低酸素域の場合も同様で，酸化物系介
在物の量が非常に少なくなり“ピン止め効果”が低下す
るためと考えられる。ただ，GMAWでは酸素量が250ppm
前後と高いがγ粒径は大きくなっており，今後，さらな
る確認が必要と思われる。

むすび＝高強度鋼用溶接金属のγ粒径の制御に及ぼす化
学成分，溶接法の影響および溶接金属の低温じん性に及
ぼすγ粒径の影響について調査した。その結果，以下の
ことが確認された。
（１）γ粒径に及ぼす酸素の影響

　SAW溶接金属では，酸素量が増えると酸化物
系介在物の“ピン止め効果”によってγ粒径が小
さくなる傾向が見られた。

（２）γ粒径に及ぼすAlの影響
　SAW溶接金属では，Al量が増えると溶接金属
の酸素量が減少し，γ粒径が大きくなる傾向が見
られた。

（３）γ粒径に及ぼす溶接法の影響
　GTAWでの100ppm以下の極低酸素溶接金属の
場合，酸素量が減るとγ粒径が大きくなり，低温
じん性は向上する傾向が見られた。

（４）γ粒径とじん性の関係
　γ粒径が大きいほどじん性は向上する傾向であ
った。これは，γ粒径が大きいほど粒内の核生成
が促進されるためと推定される。

　「溶接金属のγ粒径を制御する」という従来の知見と
異なる新たな観点から高張力鋼用溶接材料における高じ
ん性化に関して検討した。今後，高張力鋼用溶接材料の
主要ユーザである海洋構造物業界におけるさらなる高強
度化・高じん性化などの要求に対して，本技術の検討お
よびそれに基づく溶接材料の開発に取組んでいく予定で
ある。
　本稿は，大阪大学接合科学研究所小溝研究室との共同
研究成果の概要を報告したものであり，小溝裕一教授を
はじめ関係各位から多大なご指導をいただいた。ここに
謝辞を表します。
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図12  溶接金属の酸素量とγ粒径および吸収エネルギーの関係
Fig.12  Relationship between [O]WM and γ grain size, absorbed energy


