
まえがき＝造船・橋梁分野において，安価な炭酸ガスと
高能率なフラックス入りワイヤ（以下，FCWという）を
組合せた溶接施工方法は必要不可欠な溶接技術である。
ユーザからは，溶接工数低減や手直し削減など，生産コ
スト低減に対する要望が高く，これまで当社では，高能
率・高品質化を目指した技術開発を進めてきた1），2）。
　とくに，チタニヤ（TiO2）系FCWは，全姿勢溶接作業
性が良好であるため造船・橋梁分野で広く用いられてい
る。鋼板の突合せ継手については，片面溶接施工が一般
的に用いられるが，全姿勢用チタニヤ系FCWは，ソリッ
ドワイヤと比較すると高温割れ感受性が高く，片面突合
せ初層溶接部の溶接においては，図 1に示すような凝固
割れが発生しやすい傾向にある。そのため，全姿勢用チ
タニヤ系FCWの溶接施工効率のさらなる向上および高
品質化には，凝固割れ感受性の改善が必要不可欠であ
る。
　従来，凝固割れ感受性の改善方法として，材料的因子
ありは機械的因子の観点から検討が行われている5）。材

料的因子としては，凝固脆性温度領域（Brittleness 
Temperature Range，以下BTRという）を低減すること
が重要となる。そのため，BTRを正確に予測することを
目的に，ミクロ偏析を考慮した各種モデルが提案されて
いる6），7）。しかし，これまでの報告では凝固割れ感受性
において有害なP，Sなどの不純物元素に着目したもの
が多く，P，S以外の成分に着目した検討はあまり行われ
ていない。一方で，チタニヤ系FCWで形成される溶接金
属部には多量の酸化物が含まれており，BTRを正確に予
測するうえで脱酸元素の存在状態を考慮する必要がある
と考えられる。本稿では，溶接金属部に存在する酸化物
を考慮した凝固割れ感受性評価式を構築し，凝固割れ感
受性を評価するうえで酸化物の存在状態を考慮する必要
性を検討した。
　さらに，凝固割れ感受性の改善策として，凝固組織制
御の有効性を検討した。例えば，アルミニウム合金で
は，Zr 添加8）や磁気攪拌（かくはん）9）により溶接金属
の結晶粒を微細化し，凝固割れ感受性を改善する方法が
報告されている。一方，本稿で対象とした炭素鋼溶接金
属に発生する凝固割れ抑制手段に対して凝固組織制御を
活用した報告は少ない。δ-Fe凝固する炭素鋼溶接金属
の不均質核生成の核としてはTiNが有効で10），例えばフ
ェライト系ステンレス鋼に対してTiNがδ-Fe凝固の不均
質核生成の核となり，柱状晶から等軸晶に凝固遷移が起
こることが報告されている11）。TiNが有効な理由として
は，TiNとδ-Feとの結晶不整合度が小さく，δ-Fe凝固
を促進するためと考えられている。しかし，TiNを活用
するためには高い窒素濃度を必要とするため，窒素ガス
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図 1  片面初層溶接部に認められた凝固割れ3），4）

������  Solidification cracking in one side welding3），4）



起因の気孔欠陥が発生しやすく，実用上は好ましくな
い。そこで本稿では，TiN以外での凝固組織制御手段を
検討し，炭素鋼溶接金属の凝固割れ感受性の改善策とし
て凝固組織制御の有効性を評価した。

1．供試材料および実験方法

1．1　供試材料

　耐割れ性評価に用いた鋼板と溶接金属の化学組成を
表 1に示す。weld metal A～Gは凝固割れ感受性評価式
の構築で使用し，weld metal H～Kは凝固組織制御の検
討で使用した。溶接金属中の非金属介在物の種類を変更
するため，脱酸元素（Ti, Al）濃度およびN濃度を変更
した。
1．2　凝固割れ感受性評価方法

　表1の溶接金属を得るためφ1.2mmのチタニヤ系FCW
を試作し，図 2に示す鋼板（SM400B鋼，板厚25mm，
Gap 4mm，開先角度 35°の V形状開先）の初層部を溶接
した（溶接電流260A，アーク電圧31V，溶接速度300～
400mm/min，シールドガス100％CO2，C型治具による
全面油圧拘束（図 2））。その後，初層溶接部の両端を除く
中央部（溶接長で500mm）について放射線透過試験（JIS 
Z3104）を行い，発生した割れのトータル長さを測定し
た。溶接長に占める割れのトータル長さから，式（1）に
て割れ発生率を算出した。
　　

割れ率［％］＝ 
（割れのトータル長さ［��］）

×100  …（1）
　　　　　　　 　　　（溶接長［��］）

2．脱酸元素の存在状態を考慮した凝固割れ感受
性評価式の構築

2．1　凝固割れ感受性評価式の導出

　本検討の目的は，凝固割れ感受性に及ぼす脱酸元素の
存在状態の影響を評価することである。そのため，表 1
に示す元素個別に凝固割れ感受性への影響を評価する必
要がある。そこで，凝固割れ感受性と相関があり元素個
別の影響を考慮可能な固相線温度に着目し，元素個別の
影響を考慮した固相線温度予測式を構築した。
　まず，表 1に示す溶質元素（�）の固相線の勾配（��）
をFe基二元系状態図から求めた（表 2）。つぎに，溶質元
素（�）のデンドライト樹間濃度を予測する数学モデルと
して，上島ら12）が報告している一次元ミクロ偏析モデル
を活用し，多元系合金のミクロ偏析計算を実施した。ミ
クロ偏析計算には表 2に示す平衡分配係数（�δ�����，
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表 1  母材と溶接金属の化学組成（mass％）3），4）

���������Chemical compositions of materials used (mass％)3），4）

図 2  片面溶接方法（下向溶接）
������  Method of one side welding in flat position

表 2  ミクロ偏析計算条件とSi，Mn，Tiの化合物量 3）

��������Value of simulation parameters and insoluble value of Si, Mn and Ti elements of weld metal3）



�γ�����，�γ/δ）と拡散係数（�δ，�δ，�γ，�γ）を用い， 
ミクロ偏析の計算領域はλ�/2とした。λ�は柱状晶内に
形成された樹枝状晶の幹の中心間距離（一次のデンドラ
イトアームスペーシング）で，図 1に示す凝固割れ発生
領域の柱状晶組織を観察し決定した（λ�＝41.8μm）。本
検討対象の炭素鋼において，λ�と冷却速度（�）の間には
式（2）13）の関係が成立すると考えられる。そこで，式（2）
を用いて溶接金属の凝固過程における平均的な冷却速度
を求め，ミクロ偏析計算に用いた（�＝374K/s）。
　　λ1＝1.367×10－4×�－0.2  ……………………………（2）
　計算領域を40分割してミクロ偏析計算を行い，固相率
97.5％（40分割したセルの39セル分が凝固した時点）を最
終凝固状態と仮定した。そのときの液相セル濃度（40セ
ル目）を��とし，初期組成（��）との比を偏析率（��/��）
とした。計算結果を表 2に示す。偏析率に固相線の勾配
（��）を乗算し，各元素の影響を考慮した固相線温度予
測式を式（3）に示す。

��＝1766－175×（5.6×［％�］－0.16）－46×［％��］－6.8×［％��］－365×
［％�］－3603×［％�］－208×［％��］－8982×［％�］－508×［％�］  …（3）

　第一項はFe-C二元系状態図の包晶温度（1,766K）を示
し，第二項は包晶点のC濃度（0.16mass％C）からの固
相線温度変化を示している。式（3）は各元素が全て溶存
状態であることを前提としている。しかし，脱酸元素で
あるSi，Mn，Tiの一部は凝固段階で酸化物を形成すると
考えられ，式（3）は脱酸元素の影響を過剰に評価してい
る可能性がある。そこで，溶接金属中に含まれる酸化物
粒子を分離するため，切出した溶接金属を定電流電解
（電解液：10％アセチルアセトン－1％テトラメチルア
ンモニウムクロリドのメタノール溶液，電流密度：
150A/m2）した。分離した酸化物粒子は，孔径0.1μmの
メンブランフィルターを用いてろ過捕集し，溶液化処理
した後，ICP発光分光分析法にて化合物として存在する
脱酸元素の量を実測した（表 2）。その結果，Si，Mnは大
部分が溶存状態で存在するのに対し，脱酸力が強いTiは
大部分が化合物状態で存在していることがわかる。そこ
で，式（3）のSi，Mn，Tiの係数から化合物として存在す
る割合を除き，脱酸元素の存在状態を考慮した固相線温
度予測式として式（4）を導出した。

��＝1794－980×［％�］－44×［％��］－6.6×［％��］－365×［％�］－3603×
［％�］－15×［％��］－8982×［％�］－508×［％�］  ………………（4）

2．2　凝固割れ感受性評価式の有効性検証

　weld metal A～Gの割れ率と，式（3）および式（4）か
ら得られた固相線温度の計算結果を表 1に示す。また，
割れ率と式（3）および式（4）の関係を図 3に示す。
　図 3より，固相線温度が低下するに従って割れ率は上
昇し，凝固割れ感受性と固相線温度に相関関係があるこ
とがわかる。一方，脱酸元素の存在状態を考慮していな
い式（3）では，weld metal F の固相線温度が1,639Kとな
り，weld metal D（1,636K）と同等の凝固割れ感受性を
持つと評価されるが，実際の割れ率と一致していない。
これは，式（3）がweld metal F の0.084mass％Tiの全てを
溶存状態として評価し，固相線温度へのTiの影響を過剰
に評価しているためと推定される。実際のTiの溶存率は

約7％（表 2）であり，溶存率を考慮した式（4）は，式
（3）に比べTiだけで16K高く評価している。式（4）の
方が割れ率と良い相関を示しており，凝固割れ感受性評
価に脱酸元素の存在状態を考慮する必要があると推定さ
れる。さらに，化合物を形成しやすい強脱酸元素（Tiな
ど）は溶存率が低く，凝固割れ感受性への悪影響が小さ
いと推定される。

3．凝固割れ感受性改善に及ぼす凝固組織制御の
有効性

3．1　凝固組織形態に及ぼす介在物種の影響

　weld metal H～Kでは，FCWのフラックス配合原料を
調整し，溶接金属中の非金属介在物を制御した。図 1に
示す凝固割れ発生領域で確認された代表的な非金属介在
物を図 4に示す。weld metal H は（Ti，Al，Si，Mn）酸化
物が観察された。weld metal I は中心部に Al2O3があり，
その周囲にTiNが観察された。weld metal J は（Ti，Al）酸
化物が観察された。一部，酸化物表面にMnSが観察され
たが，TiNは観察されなかった。
　非金属介在物を観察した同部位の凝固組織を図 4に示
す。weld metal H は，両端の母材から成長したデンドラ
イト状組織が写真中央部で会合し，平坦な最終凝固領域
が観察された。weld metal I は溶接金属部の全域で等軸
晶組織が観察された。weld metal Jは，weld metal Hと同
様，両端の母材からデンドライト状組織が成長したが，
写真中央部の最終凝固領域で等軸晶遷移が起こった。そ
の結果，会合部分は平坦ではなく凹凸化した。
3．2　非金属介在物の不均質核生成能

　非金属介在物の不均質核生成能を示す過冷度を示差熱
分析（Differential Thermal Analysis，以下DTAという）
で測定した。過冷度の測定試験片は，初層溶接金属の最
終凝固領域が中心となるよう円筒片（φ 3× 5mm）を切
出した。DTA装置を用い，昇温速度50K/minで1,873Kま
で加熱後50K/minで冷却した（100％Ar雰囲気）。このと
き，昇温過程での溶融開始温度と冷却過程での凝固開始
温度を測定し，式（5）を用いて過冷度を算出した。
　　過冷度，Δ�［�］＝（溶融開始温度）－（凝固開始温度）  …（5）
　過冷度の測定結果を図 5に示す。過冷度はweld metal 
H ＞ weld metal J ＞ weld metal I の順となった。weld 
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図 3  片面溶接の凝固割れ感受性と固相線温度の関係 3）

������ Relationship between solidus temperature and solidification 
cracking susceptibility3）



metal H の過冷度は大きく，（Ti，Al，Si，Mn）酸化物は
δ-Fe凝固の不均質核生成能が小さい。また，TiNが確認
されたweld metal I の過冷度は非常に小さく，δ-Feとの
格子整合性が良好なTiNがδ-Feの凝固核となり凝固組織
が等軸晶化したと考えられる。一方，weld metal J の過
冷度も小さく，（Ti，Al）酸化物もδ-Feの凝固核となり，
凝固組織の等軸晶化に影響したと考えられる。
　Suzukiら14）は，Ti2O3が生成した場合，δ‐Fe 凝固時の
過冷度が小さくなると報告している。そのため，weld 
metal JでTi2O3が生成する可能性があるか検討を行った。
Cha ら15）の熱力学的検討によると，溶鋼中で Ti2O3が生
成するTi濃度は0.28～4.89mass％Ti（1,823K）であると報
告されており，weld metal J の初期 Ti 濃度（0.12mass％
Ti）からは Ti2O3は生成しないと考えられる。しかし，デ
ンドライト樹間への Ti 成分のミクロ偏析を考慮すると，
Ti は初期 Ti 濃度の3.6倍まで濃化するため（Table 2，
Cl/C0＝3.6），デンドライト樹間での Ti 濃度は最大 0.43 
mass％Ti まで濃化すると予想される。その結果，weld 
metal J では溶接金属の凝固過程で生成するデンドライ
ト樹間の液相中で，Ti2O3の生成が熱力学的に可能と推
定される。そのため，ミクロ偏析部で生成したTi2O3に

より凝固組織が等軸晶化したと推定される。
3．3　凝固割れ感受性改善効果

　weld metal H ～ Kの割れ率と，式（3）および式（4）
の計算結果をTable 1 に示す。（Ti，Al）酸化物のみの効
果を再確認するため，weld metal K では weld metal J か
ら窒素をできる限り低減した。その結果，weld metal I，
J，Kでは割れ率が低下し凝固割れが抑制された。この理
由として，凝固組織が等軸晶化することで最終凝固領域
の会合部が凹凸化し，凝固割れが発生する液膜の形成が
抑制されたためと考えられる。なお，weld metal K の溶
接金属部に生成した非金属介在物に対して電子後方散乱
回折（Electron Back Scattering Diffraction：EBSD）を行
った。非金属介在物中の格子面で形成される菊池バンド
からなる菊池パターン（図6）から，非金属介在物はTi2O3
であると同定され，ミクロ偏析によりTi2O3が生成する
ことが確認された。
　図 7には，weld metal A～Kの割れ率と式（4）の計算
結果を示した。凝固組織制御に変化が認められたweld 
metal I，J，Kについては，式（4）で評価される固相線
温度が低いにもかかわらず，割れ率は低くなった。つま
り，炭素鋼溶接金属においても，凝固割れ感受性の改善
策として凝固組織制御が有効であることが確認された。
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図 4  溶接金属部で観察された非金属介在物（a，b，c）と凝固組織（d，e，f）の関係 4）

������  SEM micrographs of nonmetallic inclusions (a，b，c) and solidification structures of weld metals (d，e，f)4）

図 5  過冷度におよぼす非金属介在物の影響
������ Effect of nonmetallic inclusions on undercooling of weld 

metal

図 6 非金属介在物（Weld metal K）のEBSDパターンと結晶方位
解析結果 4）

������ EBSD pattern and indexed patterns of nonmetallic inclusions 
in weld metal K 4）



4．凝固割れ感受性に優れたチタニヤ系FCWの
開発

　最後に，本検討で得られた知見に基づき，チタニヤ系
FCWの凝固割れ感受性改善を試みた。図8より，新設計
FCWは従来型FCWと比較して割れ率 1％以下の条件範
囲（図 8の点線で囲まれた領域）が，とくに高速度，高
電流溶接時において拡大していることがわかる。以上の
ように，チタニヤ系FCWのさらなる高能率・高品質化に
つながる凝固割れ感受性の改善指針を得ることができ
た。

むすび＝スラグ系FCWの溶接施工効率のさらなる向上
を目的に，凝固割れの抑制に取組んだ。
　その結果，凝固割れ感受性をより正確に評価するうえ
で，ミクロ偏析に加えて酸化物の存在状態を考慮する必
要があることがわかった。また，化合物を形成しやすい
強脱酸元素（Ti など）は溶存率が低いため，凝固割れ感
受性への悪影響が小さいことが明らかとなった。
　非金属介在物を活用した初層溶接金属の凝固組織制御
により凝固割れ感受性を改善できることがわかった。ま
た，TiNに加え，Ti2O3でも炭素鋼溶接金属の凝固組織制
御が可能であることが明らかとなった。
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図 7 凝固割れ感受性と固相線温度（式（4））の関係におよぼす
凝固組織の影響

������ Effect of solidification structure on relationship between 
solidus temperature (calculated by eq.4) and solidification 
cracking susceptibility

図 8  従来型FCWと新設計FCWとの凝固割れ感受性の比較
������ Comparison of solidification cracking susceptibility in one 

side welding between conventional FCW and newly designed 
FCW


