
まえがき＝近年のエネルギー需要の高まりに伴って世界
の石油・天然ガス開発は活発化しており，東南アジア，
韓国，中国などでの海洋構造物建造量が大幅に増加して
いる。また，資源探索の範囲が深海や低温の海洋に広が
るにつれて，海洋構造物に用いられる鋼材の高強度化，
高じん性化が進んでいる。高強度化に向けた対応では，
従来0.2％耐力（以下，YSという）460MPa以下が主体で
あったものがYS500MPaからYS690MPa級といった鋼材
の使用が増加してきている。じん性面では，－40℃から
－60℃でのシャルピー衝撃吸収エネルギー値に加え，溶
接継手には近年，ぜい性破壊発生防止特性が要求される
ようになってきている。このため，破壊じん性値として
後述の限界CTOD値が要求スペックに付与されることも
増えている。
　本稿では，近年の海洋構造物の高深度化の動向やそれ
に対応した高品質溶接材料の開発状況について述べる。

1．海洋構造物の種類

　石油・天然ガス用海洋構造物は，海底に直接支持され
る固定式・着底式と間接的に支持される浮体式に大別さ
れる。固定式・着底式設備としては，海底に固定した脚
部に掘削設備などの上部構造を搭載したジャケット
（Jacket），固定式脚部と昇降可能な上部構造からなる甲
板昇降型海洋掘削装置（Jack-up Rig），可撓（とう）性の
脚部を持つコンプライアント・タワー（Compliant Tower；
CT）などがある。浮体式設備としては半潜水型移動式
海洋石油掘削装置（Semi-Submergible Rig；SSR），緊張

係留式プラットフォーム（Tension Leg Platform；TLP），
浮体式石油生産・貯蔵・積出し施設 （Floating Production, 
Storage and Offloading facility；FPSO），係留式であり円
筒形の浮体式下部構造を備え貯油能力を持つスパー
（Spar）などが挙げられる。浮体式の設備は固定式より
も大水深の海域で掘削・生産を行うことができるため，
近年の海洋資源探索域の高深度化に伴って建造数が増加
傾向にある。表 1に主な海洋構造物の種類と稼動水深，
鋼材の強度クラスを示す1），2）。構造物の大形化に伴い，
軽量化を目的としたYS460～690MPa級の高強度鋼の適
用例が増えている。

2．海洋構造物の設計概念

　1980年に起きたAlexander Kielland号の転覆事故 3）を
契機とし，1980年代には構造物の安全性を高めるため設
計思想に弾塑性破壊力学が導入された。これにより，鋼
板に対してはぜい性き裂の伝播停止特性（アレスト特性）
が，また溶接継手にはぜい性破壊の発生防止特性が要求
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海洋構造物用高強度・高じん性溶接材料の開発状況

Recent Development of High-strength and Tough Welding Consumables 
for Offshore Structures

As the exploration fields of oil and gas resources expand into deeper and colder seas, higher strength and 
greater toughness are required for the structural materials, including welding materials, used in offshore 
structures. Recent offshore structures require structural materials having sufficient CTOD properties, 
including yield strength of 460MPa or higher and good impact toughness down to －60℃. To meet such 
requirements, we have developed advanced welding consumables for shielded metal arc welding (SMAW), 
submerged arc welding (SAW) and flux cored arc welding (FCAW). For SMAW and SAW consumables, the 
basicity of the flux was adjusted to reduce the oxygen content in the weld metal, thereby achieving good 
impact toughness down to －60℃, a high yield strength of over 500MPa, and a high CTOD value down to 
－40℃.  The FCAW consumable has been improved with optimized deoxidizers and the appropriate addition 
of Ni and Mn to produce a weld metal having a very fine microstructure, thus achieving both a yield strength 
of over 690MPa and good impact toughness down to －60℃.
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表 1  海洋構造物の種類と稼動水深および鋼材強度
��������Type, operating water depth and steel grade of offshore 

structures



されるようになってきた。具体的には，海洋構造物を中
心に破壊じん性値として限界CTOD（Crack Tip Opening 
Displacement）値の要求が付加されるようになった。
　CTOD試験は，疲労予き裂を導入した試験片を曲げや
引張により開口させ，不安定破壊が開始する時のき裂開
口量を測定するものである。限界CTOD値は，不安定破
壊発生時，あるいは不安定破壊が生じない場合は最高荷
重時のき裂先端での開口量を示す。一般に，海洋構造物
の分野で要求される限界CTOD値は0～－10℃におい
て0.10mmないし0.25mm以上であるが，最近では－30～
－40℃の厳しい要求も見られる。

3．海洋構造物用溶接材料

　海洋構造物の溶接には，YS320～420MPa級，YS460～
500MPa級およびYS690MPa級高強度鋼用と幅広い強度
クラスの溶接材料が用いられる。これらの溶接材料は，
一般造船用で適用される船級協会認定材料も用いられる
が，厳寒海域での使用，構造部材の厚板化と高強度鋼材
の使用など，海洋構造物に特有の設計要求を満足するた
めには既取得の認定品質以外の品質を要求される場合が
多い。とくに低温じん性への要求が厳しいため，海洋構
造物の溶接には低温用鋼用溶接材料が多く用いられる。

　当社における海洋構造物用低温仕様溶接材料の代表例
を表2に示す。表中のほとんどの材料は－60℃程度まで
のシャルピー衝撃性能要求に対応可能であり，
YS690MPa級鋼用および一部の材料を除き，－10℃以下
でのCTOD要求にも対応可能である。

4．高じん性溶接金属設計指針

4．1　溶接金属のじん性向上手法

　溶接金属のじん性向上には，①マトリックスの強じん
化，②変態点低下によるミクロ組織の微細化，さらに③
酸化物などの粒内核生成サイト導入によるミクロ組織の
針状微細組織（アシキュラーフェライト）化が有効であ
り，これらは強度に関係なく共通の高じん性化手段であ
る。
　一方，溶接金属ミクロ組織は，YS500MPa以下の溶接
金属は主にフェライト＋パーライト組織を，また
YS600MPa以上ではベイナイト＋マルテンサイトを主体
とした組織を呈している。このため，じん性の確保も視
野に入れた低温仕様溶接材料においては，YS500～
600MPa程度の強度を境として溶接金属の基本的な成分
設計は大きく異なっている。強度別のじん性向上手段を
表 3に示す。現在は，YS500MPa以下の強度クラスで

17神戸製鋼技報/Vol. 63 No. 1（Apr. 2013）

表 2  海洋構造物用低温仕様溶接材料
���������Welding consumables for offshore structure requiring low temperature toughness

表 3  溶接金属のじん性向上手段
���������Method to improve toughness of weld metal



は，主にTi-B複合添加によって粒界フェライトの抑制お
よびアシキュラーフェライトの生成を行っている。また
YS600MPa以上では，主にNi添加量の増大によってマト
リックスの強じん化と組織の微細化を図っている。さら
に，共通の手段として溶接金属の低酸素化が挙げられ
る。
4．2　CTOD設計手法

　溶接材料を開発する際，全試作材においてCTOD試験
を行うことは多大な手間とコストがかかり現実的ではな
い。そこで，簡便な試験法であるシャルピー衝撃試験か
らCTOD試験結果を推定する手法として，図 1に示す関
係を用いている。横軸はシャルピー衝撃試験におけるぜ
い性破面率，縦軸はCTOD試験における各種破壊モード
の出現率である。なお，このときのシャルピー衝撃試験
の試験温度は，板厚効果による温度シフト（ΔT）4）を考
慮したものである。プロットは種々の板厚，入熱でシャ
ルピー衝撃試験およびCTOD試験を行った際の実測値，
曲線は実測値を近似したものである。この図より，不安
定破壊（cモード）を回避し，完全延性破壊（mモード）
または安定延性き裂成長からの不安定破壊（uモード）と
するためには，シャルピー衝撃試験におけるぜい性破面
率がおおむね40％以下であればよいことがわかる。

5．YS500MPa 級鋼用被覆アーク溶接棒の開発5）

　YS500MPa級鋼用でさらなる高じん性化に対応するた
め，－40℃のCTODを満足する被覆アーク溶接（以下，
SMAWという）棒の開発を行った。
5．1　開発のコンセプト

　開発の目標スペックとして，YS500MPa以上および板
厚50～60mm，試験温度－40℃における限界CTOD値
0.10mm以上を設定した。－40℃のCTODを推定するた
めのシャルピー衝撃試験の試験温度は，板厚50mmにお
ける温度シフト量－34℃を考慮して－74℃となる。
　高じん性化の手法としては，主に溶接金属の低酸素化
を用いている。SMAW材の場合，溶接金属中の酸素量は

被覆材の塩基度（BL）の調整によって制御可能である。
塩基度を調整して作製した溶接金属中の酸素量と試験温
度－74℃におけるぜい性破面率の関係を図2に示す。ぜ
い性破面率40％以下を安定的に満足させるためには，溶
接金属中の酸素量を200ppm以下にする必要があること
がわかる。
　上記の塩基度調整に加え，ぜい性破面率を低下させる
ために溶接金属中Si量の最適化を行った。図 3に溶接金
属中Si量と－ 74℃におけるぜい性破面率の関係を示す。
図中の数字は溶接金属中の酸素量である。Si量が0.4％
以上では固溶Siによるマトリックス脆化によりぜい性破
面率が上昇し，0.4％以下ではSiの脱酸作用の低下によ
り酸素量が増加し，ぜい性破面率が上昇に転じている。
そこで，開発材では溶接金属中Si量を最適値である約
0.4％になるように調整した。
5．2　溶接金属の機械的性質

　開発材“LB‐67LJ”を用いて作製した継手溶接金属の
引張・シャルピー衝撃試験結果を表 4に示す。同様の継
手を用いて評価した溶接入熱と試験温度－40℃での限界
CTOD値の関係を図 4に示す。板厚は60mmで X開先に
よる両面溶接を行った。溶接金属強度はYS≧500MPaを
満足し，シャルピー吸収エネルギーも本強度クラスにお
ける船級協会の要求値50Jに比べて十分高い値を示して
いる。また4.0kJ/mm程度の溶接入熱においても0.25mm
以上の限界CTOD値が得られ，破壊モードも全てmまた
はuモードである。
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図 1 シャルピー衝撃試験におけるぜい性破面率とCTOD試験に
おける破壊モード出現確率の関係

������ Relationship between brittle fracture area in Charpy impact 
test and probability of occurrence of fracture mode in CTOD 
test

図 2 溶接金属中酸素量と－ 74℃シャルピー衝撃試験における脆
性破面率の関係（SMAW）

������ Relationship between oxygen content in weld metal and 
percent brittle fracture at －74℃ for Charpy impact test 
(SMAW)

図 3 溶接金属中Si量と－74℃シャルピー衝撃試験における脆性
破面率の関係（SMAW）

������ Relationship between Si content in weld metal and percent 
brittle fracture at －74℃ for Charpy impact test (SMAW)



6．YS500MPa 級鋼用サブマージアーク溶接材
料の開発6）

　サブマージアーク溶接（以下，SAWという）材料にお
いてもYS500MPa以上，－40℃における限界CTOD値 
0.10mm以上を目標に，ボンドフラックスをベースに開
発を行った。
6．1　開発のコンセプト

　前章のSMAW材と同様，溶接金属の高じん性化手法と
して主に溶接金属中酸素量の低減を用いている。フラッ
クスの成分系を変化させた試験材料を用い，溶接金属中
の酸素量と試験温度－74℃におけるぜい性破面率を調査
した（図 5）。SAW材料の溶接金属においては，酸素量が
約300ppm以下で－74℃におけるぜい性破面率40％以下

が得られている。しかしながら，SAWにおいては溶接
金属中の酸素量が低下するとビード形状が劣化する傾向
があり，溶接作業性とじん性をバランスさせるために酸
素量を約280ppm程度に調整した。
6．2　溶接金属の機械的性質

　開発したSAW材料を用いて作製した継手溶接金属の
引張・シャルピー衝撃試験結果を表 5，溶接入熱と試験
温度－40℃での限界CTOD値の関係を図 6に示す。継手
形状は板厚60mmの X開先である。SMAW材の試験結果
と同様，溶接金属強度はYS≧500MPaを満足しており，
シャルピー吸収エネルギーも－60℃まで50Jを大きく
上回っている。－40℃における限界CTOD値は，入熱
4.0kJ/mmにおいて 0.40mm以上と高い値を示しており，
破壊モードも全てmモードまたはuモードである。
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表 4  LB-67LJ継手溶接金属の機械的性質
���������Mechanical properties of welded joint with LB-67LJ

図 4 LB-67LJ継手溶接金属の溶接入熱と試験温度－40℃限界
CTOD値の関係

������ Relationship between heat input and critical CTOD value at 
－40℃ of welded joint with LB-67LJ

図 5 溶接金属中酸素量と－74℃シャルピー衝撃試験における脆
性破面率の関係（SAW）

������ Relationship between oxygen content in weld metal and 
percent brittle fracture at －74℃ for Charpy impact test 
(SAW)

表 5  開発SAW材料による継手溶接金属の機械的性質
���������Mechanical properties of welded joint with developed SAW consumable



7．YS690MPa 級鋼用フラックス入りワイヤの開発7）

　従来，高強度鋼の全姿勢溶接にはSMAW材が主に適用
されてきたが，溶接作業の高能率化ならびに脱技能化の
観点から，フラックス入りワイヤ（以下，FCWという）
の適用要求が高まっている。そこで，ジャッキアップ・
リグなどで多く用いられるYS690MPa級鋼に対応した全
姿勢用FCWの開発を行った。先に述べたように，海洋構
造物用溶接材料に要求されるじん性レベルは厳しくなっ
ており，YS690MPa級のような高強度鋼用溶接材料の開
発においては強度とじん性の両立が大きな課題となる。
7．1　開発のコンセプト

　FCWにおいても，溶接金属の低酸素化はじん性向上に
おいて有効である。軟鋼からYS500MPaクラスの全姿勢
溶接用FCWは，チタニア系FCWが主流であり，YS690MPa
級までの高強度鋼用FCWの場合にも良好な溶接作業性
が得られやすい。しかしながら，チタニア系FCWで形成
された溶接金属は酸素量が高くなる傾向があり，高強度
になるほど良好なじん性を得ることが難しくなる。一方
FCWにおいては，SMAWやSAW材料のように，酸素量
を低減させるためにフラックスの塩基度を上げると主に
立向姿勢の溶接作業性が劣化し，全姿勢溶接に適用でき
ないなどの問題が生じる。
　図 7に高張力鋼（YS690MPa級）用FCWによる溶接金
属中の酸化物個数密度とシャルピー衝撃試験における上
部棚エネルギー（vE-Shelf）との関係を示す。vE-Shelfは
酸化物個数密度が高いほど低下する傾向が見てとれる。
さらに，図 8に溶接金属のベイナイト粒径とシャルピー
衝撃試験における延性－ぜい性遷移温度（Fracture 
Appearance Transition Temperature，以下FATTという）
との関係を示す。ベイナイト粒の微細化がFATTの低下
に有効であることがわかる。すなわち，高張力鋼用FCW
溶接金属においては，酸化物の個数密度を抑えつつ粒内
ベイナイト変態を促進させて組織を微細化すれば良好な
じん性を得られると考えられる。開発ワイヤにおいて
は，脱酸剤の最適化によって溶接金属中の酸素量と酸化
物個数密度を抑制するとともに，主にNi，Mn添加によ
ってベイナイト変態温度を低下させて組織を微細化する
ことにより，じん性の向上を図っている。

7．2　ミクロ組織形態

　図 9に開発材“DW-A80L”で作製した溶接金属のミク
ロ組織（左図），および電子線後方散乱回折法（Electron 
Backscatter Diffraction，以下EBSDという）解析により
測定した方位マップ（右図）を示す。全面にわたって粒
内ベイナイトが認められ，非常に微細な組織が形成され
ている。方位マップを元に測定した組織サイズは約1.66
μmであった。図10にDW-A80Lで作製した溶接金属中
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図 7  酸化物個数密度と上部棚エネルギ（vE-Shelf）の関係
������ Relationship between number density of oxide and upper 

shelf energy (vE-Shelf)

図 8  ベイナイト粒径と延性－ぜい性遷移温度（FATT）の関係
������ Relationship between grain with of bainite and fracture 

appearance transition temperature (FATT)

図 9  溶接金属ミクロ組織写真およびEBSD方位マップ
������  Microstructure of weld metal and EBSD orientation map

図10  溶接金属中酸化物の光学顕微鏡写真
������  Optical micrograph of oxide in weld metal 

図 6 開発SAW溶接材料による継手溶接金属の溶接入熱と試験温
度－40℃限界CTOD値の関係

������ Relationship between heat input and critical CTOD value at 
－40℃ of welded joint with developed SAW consumable



の酸化物を光学顕微鏡により観察した結果を示す。画像
処理により酸化物の個数密度を測定したところ，約1.3
×107/mm3であった。
7．3　溶接金属の機械的性質

　DW-A80L用いて作製した継手溶接金属の引張・シャル
ピー衝撃試験結果を表 6に示す。板厚は50mmで X開先
による両面溶接を行っている。溶接金属強度はYS690MPa
級の要求スペックを満足し，組織の微細化によりシャル
ピー衝撃試験の延性－ぜい性遷移温度は－60℃以下とな
っており，吸収エネルギーの低下が抑制されている。
7．4　溶接金属の耐低温割れ性

　YS690MPa級のような高張力鋼の溶接では，しばしば
溶接時に侵入する水素による低温割れが問題となる。そ
こで，開発ワイヤで作製した溶接金属の耐低温割れ特性
の評価を行った。評価は板厚50mmのY開先継手を用い
た窓枠拘束溶接割れ試験により行った。この試験は，試
験板を拘束板（板厚100mm）に全周多層のすみ肉溶接で
固定することによって高い拘束力を確保した後，開先内
を溶接するもので，実構造物の厳しい拘束状態を再現し
ている。
　表7に溶接条件および割れ試験の結果を示す。割れの
有無は溶接金属部の超音波探傷試験（UT）および溶接金
属部を切削しながらの磁粉探傷試験（MT）により評価し
た。低温割れを防止するために必要な最低予熱・パス間
温度は，溶接入熱が1.7kJ/mmの場合は50℃以下で，溶接
入熱1.0kJ/mmの場合は75℃であった。本ワイヤは低水
素化にも留意した設計としており，それにより良好な耐
低温割れ性を実現できている。

むすび＝本稿では，近年の海洋構造物の高深度・大形化
の動向とそれに対応した高強度・高じん性溶接材料の開
発状況について述べた。現状，当社の溶接材料はほとん
どの要求に対して広く対応可能なラインナップとなって
いるが，今後のさらなる高強度・高じん性化あるいは高
能率化の要求に対しても応えていかなければならない。
そのためには，多方面からのアプローチによる新技術の
検討，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。
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表 6  DW-A80L継手溶接金属の機械的性質
���������Mechanical properties of welded joint with DW-A80L

表 7  窓枠拘束溶接割れ試験結果
���������Results of window type restrained weld cracking test


