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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板厚が４０ｍｍを超える管状に成形された鋼板を両面溶接するサブマージアーク溶接方
法であって、
　前記鋼板は、一面側の第１開先部内の断面積が他面側の第２開先部内の断面積よりも大
きく形成された開先形状の接合部を有し、
　１パス１層で低入熱の溶接を前記第１開先部に対して施し、第１溶接部を形成する工程
と、
　前記第２開先部内の溶接金属が前記鋼板の表面を超えるまで、高入熱の一層溶接を前記
第２開先部に対して施し、第２溶接部を形成する工程と、
　多層溶接を前記第１開先部に施し、第３溶接部を形成する工程と、を含み、
　前記第１溶接部、前記第２溶接部、および前記第３溶接部は、サブマージアーク溶接に
よって形成される、ことを特徴とするサブマージアーク溶接方法。
【請求項２】
　前記第１開先部において、前記第３溶接部の一部を前記第２溶接部よりも先に形成する
、
　ことを特徴とする請求項１に記載のサブマージアーク溶接方法。
【請求項３】
　前記接合部は、前記第１開先部が管状に成形された前記鋼板の外面に形成され、前記第
２開先部が当該鋼板の内面に形成される、
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　ことを特徴とする請求項１又は請求項２にサブマージアーク溶接方法。
【請求項４】
　前記接合部は、ルートフェイスが２～１５ｍｍである、
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のサブマージアーク溶接方法。
【請求項５】
　前記第２溶接部は、前記第１溶接部の少なくとも一部に溶け込むように施されることを
特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載のサブマージアーク溶接方法。
【請求項６】
　板厚が４０ｍｍを超える管状に成形された鋼板を両面溶接するサブマージアーク溶接方
法であって、
　前記鋼板は、一面側の第１開先部内の断面積が他面側の第２開先部内の断面積よりも大
きく形成された開先形状の接合部を有し、
　１パス１層で低入熱の溶接を前記第１開先部に対して施し、第１溶接部を形成する工程
と、
　多層溶接を前記第１開先部に施し、第３溶接部を形成する工程と、
　前記第２開先部内の溶接金属が前記鋼板の表面を超えるまで、高入熱の一層溶接を前記
第２開先部に対して施し、第２溶接部を形成する工程と、を含み、
　前記第１溶接部、前記第２溶接部、および前記第３溶接部は、サブマージアーク溶接に
よって形成される、ことを特徴とするサブマージアーク溶接方法。
【請求項７】
　前記接合部は、前記第１開先部が管状に成形された前記鋼板の外面に形成され、前記第
２開先部が当該鋼板の内面に形成される、
　ことを特徴とする請求項６に記載のサブマージアーク溶接方法。
【請求項８】
　前記接合部は、ルートフェイスが２～１５ｍｍである、
　ことを特徴とする請求項６又は請求項７に記載のサブマージアーク溶接方法。
【請求項９】
　前記第２溶接部は、前記第１溶接部の少なくとも一部に溶け込むように施されることを
特徴とする請求項６～８の何れか１項に記載のサブマージアーク溶接方法。
【請求項１０】
　前記第１溶接部を形成する工程は、前記低入熱が１５～５０ｋＪ／ｃｍである、
　ことを特徴とする請求項１～９の何れか１項に記載のサブマージアーク溶接方法。
【請求項１１】
　前記第２溶接部を形成する工程は、前記高入熱が５５～１７５ｋＪ／ｃｍである、
　ことを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載のサブマージアーク溶接方法。
【請求項１２】
　前記第３溶接部を形成する工程は、入熱が３０～１７５ｋＪ／ｃｍである、
　ことを特徴とする請求項１～１１の何れか１項に記載のサブマージアーク溶接方法。
【請求項１３】
　鋼管を製造する方法において、請求項１～１２の何れか１項に記載のサブマージアーク
溶接方法を用いることを特徴とする鋼管を製造する方法。
【請求項１４】
　開先形状の接合部が形成され、サブマージアーク溶接方法を用いて前記接合部を両面溶
接された溶接継手であって、
　鋼板の板厚が４０ｍｍを超え、
　前記接合部は、一面側の第１開先部内の断面積を他面側の第２開先部内の断面積よりも
大きく、前記第１開先部内の溶接金属が複層をなすと共に前記第２開先部内の溶接金属が
単層をなし、
　前記第１開先部内の溶接金属、および前記第２開先部内の溶接金属は、サブマージアー
ク溶接によって形成され、
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　前記第２開先部内の溶接金属が前記鋼板の表面を超えている、ことを特徴とする溶接継
手。
【請求項１５】
　前記第２開先部内の溶接金属は、前記第１開先部内の溶接金属の少なくとも一部に溶け
込んでいることを特徴とする請求項１４に記載の溶接継手。
【請求項１６】
　請求項１４又は請求項１５に記載の溶接継手を有することを特徴とする鋼管。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼板を管状に成形して突き合わせた部分を両面溶接するサブマージアーク溶
接方法、当該サブマージアーク溶接方法を用いる鋼管を製造する方法、溶接継手、及び当
該溶接継手を有する鋼管に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、鋼管を自動溶接する方法として、アーク溶接法の一種であるサブマージアーク溶
接（Submerged Arc Welding：ＳＡＷ）を用いた方法が開発されている（特許文献１参照
）。この技術は、Ｘ開先形状の素管外面側の開先断面積を、素管内面積の開先断面積より
小さくし、素管シーム部（接合部）の外面を、仮付け溶接を兼用するサブマージアーク溶
接で本溶接した後、内面を本溶接するものである。
【０００３】
　また、鋼管を自動溶接する方法として、アーク溶接法の一種であるガスシールドアーク
溶接（Gas Metal Arc Welding：ＧＭＡＷ）を用いた方法が開発されている（特許文献２
参照）。この技術は、管内面及び管外面の両面に開先を設け、開先のルートギャップを２
ｍｍ以下に保って管を固定し、内面又は外面の一方から低入熱の第１の初層溶接を施す。
続いて、内面又は外面の他方から第１の初層溶接に溶け込みを生じる高入熱の第２の初層
溶接を行う。そして、管の内外面を同時に多層溶接するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許４２５９３７６号公報
【特許文献２】特開平８－５７６４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１及び２に記載された技術は、いずれも所定の板厚を超える鋼
管を想定したものではない。ここで、所定の板厚とは、例えば、４０ｍｍを超えるもので
ある。
【０００６】
　特許文献１には、サブマージアーク溶接方法を用いて、板厚１９ｍｍ程度の鋼管を効率
的に製造する方法が記載されている。特許文献１に記載された技術は、溶接欠陥を減らす
ために溶接工数を減少させること、つまり、効率面での検討はなされているものの、高温
割れ及び低温割れの観点では全く検討されていない。また、特許文献１では、鋼管を１パ
ス１層で溶接することが説明されており、段落［００２１］には、多層溶接でも効果を損
なわないことが記載されている。しかしながら、板厚４０ｍｍを超えた場合に１層溶接と
多層溶接を組み合わせるというような発想自体が存在しなかった。
　また、一般的に、サブマージアーク溶接方法を用いて所定の板厚（４０ｍｍを超えるも
の）を溶接する場合には、ガウジングを用いた多層溶接方法が知られている。以下では、
この技術を、図１０を参照しながら説明する。なお、図１０における符号ｔは、曲げられ
た鋼板の板厚を示す。
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【０００７】
　サブマージアーク溶接方法を用いた多層溶接方法では、最初に、１ｓｔ側の初層を低入
熱（低電流・低速度）で溶接する。これは、高温割れの回避のためである。続けて、１ｓ
ｔ側の２層目以降を超大入熱にならないように入熱制限（例えば、１７５ｋＪ／ｃｍ以下
）を設けて多層溶接する。これは、低温割れの回避のためである。続けて、２ｎｄ側でガ
ウジングまたは機械加工により開先を広くする作業を行う。これは、１ｓｔ側及び２ｎｄ
側の初層を低入熱で行うことによる溶け込み不足を解消するためである。続けて、２ｎｄ
側を１ｓｔ側と同じ手順で溶接する。その為、ガウジング工程が必要でパス数が多くなっ
てしまうという問題があった。
【０００８】
　特許文献２に記載された技術は、ガスシールドアーク溶接方法が用いられている。ここ
で、ガスシールドアーク溶接方法は、サブマージアーク溶接方法に比べて溶接電流が低い
ため、溶着量が少なく、板厚４０ｍｍを超えた鋼板のように溶着量を多く必要とする溶接
を行う場合に効率が悪い。その為、一般的には、板厚４０ｍｍを超えた鋼板を溶接する場
合、サブマージアーク溶接方法が用いられ、ガスシールドアーク溶接方法は用いられない
。
【０００９】
　本発明は前記問題に鑑みてなされたものであり、従来の多層溶接方法に比べてガウジン
グ工程が不要でパス数の低減が可能であり、さらに高温割れや低温割れを極めて低減でき
るサブマージアーク溶接方法、当該サブマージアーク溶接方法を用いる鋼管を製造する方
法、溶接継手、及び当該溶接継手を有する鋼管を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決するため、本発明に係るサブマージアーク溶接方法は、板厚が４０ｍｍ
を超える管状に成形された鋼板を両面溶接するサブマージアーク溶接方法であって、前記
鋼板が、一面側の第１開先部内の断面積が他面側の第２開先部内の断面積よりも大きく形
成された開先形状の接合部を有し、１パス１層で低入熱の溶接を前記第１開先部に対して
施し、第１溶接部を形成する工程と、前記第２開先部内の溶接金属が前記鋼板の表面を超
えるまで、高入熱の一層溶接を前記第２開先部に対して施し、第２溶接部を形成する工程
と、多層溶接を前記第１開先部に施し、第３溶接部を形成する工程とを含み、前記第１溶
接部、前記第２溶接部、および前記第３溶接部は、サブマージアーク溶接によって形成さ
れる、ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係るサブマージアーク溶接方法は、板厚が４０ｍｍを超える管状に成形
された鋼板を両面溶接するサブマージアーク溶接方法であって、前記鋼板が、一面側の第
１開先部内の断面積が他面側の第２開先部内の断面積よりも大きく形成された開先形状の
接合部を有し、１パス１層で低入熱の溶接を前記第１開先部に対して施し、第１溶接部を
形成する工程と、多層溶接を前記第１開先部に施し、第３溶接部を形成する工程と、前記
第２開先部内の溶接金属が前記鋼板の表面を超えるまで、高入熱の一層溶接を前記第２開
先部に対して施し、第２溶接部を形成する工程とを含み、前記第１溶接部、前記第２溶接
部、および前記第３溶接部は、サブマージアーク溶接によって形成される、ことを特徴と
する。
【００１２】
　ここで、本発明に係るサブマージアーク溶接方法は、前記接合部は、ルートフェイスが
２～１５ｍｍであるのがよい。好ましくは、ルートフェイスが３ｍｍ以上、１２ｍｍ以下
であるのがよい。ルートフェイスが２ｍｍ未満であると、溶け落ちが発生することがあり
、ルートフェイスが１５ｍｍを超えると溶け込み不足となることがある。溶け落ち防止の
観点から、好ましくは、ルートフェイスが３ｍｍ以上、溶け込み不足防止の観点から、好
ましくはルートフェイスが１２ｍｍ以下であるのがよい。
【００１３】
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　また、本発明に係るサブマージアーク溶接方法は、前記第１溶接部を形成する工程は、
前記低入熱が１５～５０ｋＪ／ｃｍであり、前記第２溶接部を形成する工程は、前記高入
熱が５５～１７５ｋＪ／ｃｍであり、前記第３溶接部を形成する工程は、入熱が３０～１
７５ｋＪ／ｃｍであるのがよい。好ましくは、前記低入熱が２０ｋＪ／ｃｍ以上、４５ｋ
Ｊ／ｃｍ以下であり、前記第２溶接部を形成する工程は、前記高入熱が６０ｋＪ／ｃｍ以
上、１６０ｋＪ／ｃｍ以下であり、前記第３溶接部を形成する工程は、入熱が４５ｋＪ／
ｃｍ以上、１６０ｋＪ／ｃｍ以下であるのがよい。
【００１４】
　すなわち、前記低入熱は１５ｋＪ／ｃｍ未満であると、溶接金属量が少なく効率が悪い
。また、前記低入熱が５０ｋＪ／ｃｍを超えると、高温割れや溶け落ちが発生することが
ある。その為、溶接を効率よく行うという観点から、好ましくは前記低入熱が２０ｋＪ／
ｃｍ以上、高温割れ防止及び溶け落ち防止の観点から、好ましくは前記低入熱が４５ｋＪ
／ｃｍ以下であるのがよい。
　また、前記高入熱は、５５ｋＪ／ｃｍ未満であると、溶け込み不足となることがある。
また、前記高入熱が１７５ｋＪ／ｃｍを超えると、溶け落ちが発生することがある。その
為、溶け込み不足防止の観点から、好ましくは前記高入熱が６０ｋＪ／ｃｍ以上、溶け落
ち防止の観点から、好ましくは前記高入熱が１６０ｋＪ／ｃｍ以下であるのがよい。
　また、前記入熱は、３０ｋＪ／ｃｍ未満であると、効率が悪い。また、前記入熱が、１
７５ｋＪ／ｃｍを超えると、１パスごとの厚さが厚くなり、低温割れが発生することがあ
る。その為、溶接を効率よく行うという観点から、好ましくは入熱が４５ｋＪ／ｃｍ以上
、低温割れ防止の観点から、好ましくは入熱が１６０ｋＪ／ｃｍ以下であるのがよい。
【００１５】
　係る構成によれば、サブマージアーク溶接方法は、第２開先部に対して、溶接金属が鋼
板の表面を超えるまで高入熱の一層溶接を施す。したがって、本発明に係るサブマージア
ーク溶接方法によれば、溶接金属の幅を大きくすることが可能であり、高温割れを極めて
低減することができる。
　また、サブマージアーク溶接方法は、第１開先部に対して多層溶接を施す。したがって
、本発明に係るサブマージアーク溶接方法によれば、各層の厚さを調整することが可能で
あり、低温割れを極めて低減することができる。
【００１６】
　また、本発明に係るサブマージアーク溶接方法は、前記第１開先部において、前記第３
溶接部の一部を前記第２溶接部よりも先に形成することを特徴とする。ここで、前記第１
溶接部と前記第３溶接部の一部を合わせた高さが４～３０ｍｍであるのがよい。
【００１７】
　係る構成によれば、サブマージアーク溶接方法は、第２溶接部を形成する工程の前に第
３溶接部の一部を形成する。したがって、本発明に係るサブマージアーク溶接方法によれ
ば、第２溶接部を形成する工程において、溶け落ちが発生することを回避することができ
る。
【００１８】
　また、本発明に係るサブマージアーク溶接方法は、前記接合部が、前記第１開先部が管
状に成形された前記鋼板の外面に形成され、前記第２開先部が当該鋼板の内面に形成され
ることを特徴とする。
【００１９】
　係る構成によれば、サブマージアーク溶接方法は、外面に形成される第１開先部に対し
て多層溶接を施し、内面に形成される第２開先部に対して１パス１層溶接を施す。したが
って、本発明に係るサブマージアーク溶接方法によれば、溶接作業が難しい内面を１パス
で行い、溶接作業が比較的やさしい外面を多パスで行うので、溶接作業が容易である。
【００２０】
　また、本発明に係るサブマージアーク溶接方法は、前記第２溶接部が、前記第１溶接部
の少なくとも一部に溶け込むように施されることを特徴とする。
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【００２１】
　係る構成によれば、サブマージアーク溶接方法は、第２溶接部が、前記第１溶接部の少
なくとも一部に溶け込むようにする。したがって、本発明に係るサブマージアーク溶接方
法によれば、第２溶接部を形成する工程において溶け込み不足が発生することがないので
、第２溶接部を形成する工程の前段階としてガウジングを行う必要がない。
【００２２】
　また、本発明に係る鋼管を製造する方法は、前記記載のサブマージアーク溶接方法の何
れか一つを用いることを特徴とする。
【００２３】
　係る構成によれば、鋼管を製造する方法は、鋼板を溶接する工程に本発明に係るサブマ
ージアーク溶接方法を用いる。したがって、本発明に係る鋼管を製造する方法によれば、
鋼板を溶接する工程において、高温割れや低温割れを極めて低減できる。
【００２４】
　また、本発明に係る溶接継手は、開先形状の接合部が形成され、サブマージアーク溶接
方法を用いて前記接合部を両面溶接された溶接継手であって、鋼板の板厚が４０ｍｍを超
え、前記接合部が、一面側の第１開先部内の断面積を他面側の第２開先部内の断面積より
も大きく、前記第１開先部内の溶接金属が複層をなすと共に前記第２開先部内の溶接金属
が単層をなし、前記第１開先部内の溶接金属、および前記第２開先部内の溶接金属は、サ
ブマージアーク溶接によって形成され、前記第２開先部内の溶接金属が前記鋼板の表面を
超えていることを特徴とする。
【００２５】
　係る構成によれば、本発明に係る溶接継手は、第２開先部内の溶接金属が鋼板の表面を
超えている。したがって、本発明に係る溶接継手によれば、製造工程において溶接金属の
幅を大きくすることが可能であり、高温割れを極めて低減することができる。
　また、この溶接継手は、第１開先部内の溶接金属が複層構造をなす。したがって、本発
明に係る溶接継手によれば、製造工程において各層の厚さを調整することが可能であり、
低温割れを極めて低減することができる。
【００２６】
　また、本発明に係る溶接継手は、前記第２開先部内の溶接金属が、前記第１開先部内の
溶接金属の少なくとも一部に溶け込んでいることを特徴とする。
【００２７】
　係る構成によれば、本発明に係る溶接継手は、第２開先部内の溶接金属が、第１開先部
内の溶接金属の少なくとも一部に溶け込んでいる。したがって、本発明に係る溶接継手に
よれば、製造工程において溶け込み不足が発生することがないので、第２開先部に対して
溶接を行う前段階としてガウジングを行う必要がない。
【００２８】
　また、本発明に係る鋼管は、前記記載の溶接継手を有することを特徴とする。
【００２９】
　係る構成によれば、本発明に係る鋼管は、鋼板を接合する部分に本発明に係る溶接継手
を用いる。したがって、本発明に係る鋼管によれば、溶接継手において、高温割れや低温
割れを極めて低減できる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係るサブマージアーク溶接方法及び当該サブマージアーク溶接方法を用いる鋼
管を製造する方法は、従来の多層溶接方法に比べてガウジング工程が不要であり、パス数
が少なくても高温割れや低温割れを極めて低減できる。また、本発明に係る溶接継手、及
び当該溶接継手を有する鋼管は、従来の鋼管に比べてガウジング工程が不要であり、パス
数が少なくても高温割れや低温割れを極めて低減できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
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【図１】本発明に係るサブマージアーク溶接方法を実現するための溶接機構の構成例を示
す外観斜視図である。
【図２】本発明に係るサブマージアーク溶接方法により溶接する接合部を説明するための
図である。
【図３】本発明に係るサブマージアーク溶接方法を説明するための図である。
【図４】実施例１に係る溶接方法を説明するための図であり、（ａ）は第１溶接部を形成
する工程であり、（ｂ）は第３溶接部の一部を形成する工程であり、（ｃ）は第２溶接部
を形成する工程であり、（ｄ）は第３溶接部の残りの部分を形成する工程である。
【図５】実施例２に係る溶接方法を説明するための図であり、（ａ）は第１溶接部を形成
する工程であり、（ｂ）は第３溶接部を形成する工程であり、（ｃ）は第２溶接部を形成
する工程である。
【図６Ａ】実施例１及び実施例２に係る溶接方法における溶接例を示す図である。
【図６Ｂ】本発明に係るサブマージアーク溶接方法の比較例を示す図である。
【図７】実施例における開先形状を説明するための図である。
【図８】実施例における電極の配置を説明するための図である。
【図９】鋼板の変形例を説明するための図である。
【図１０】従来例としてサブマージアーク溶接法を用いて板厚が４０ｍｍを超える鋼板の
接合部を溶接する多層溶接方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
［実施形態］
　以下、本発明の実施するための形態を、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。
　各図は、本発明を十分に理解できる程度に、概略的に示してあるに過ぎない。よって、
本発明は、図示例のみに限定されるものではない。また、参照する図面において、本発明
を構成する部材の寸法は、説明を明確にするために誇張して表現されている場合がある。
また、各図において、共通する構成要素や同様な構成要素については、同一の符号を付し
、それらの重複する説明を省略する。
【００３３】
≪本発明に係るサブマージアーク溶接方法を実現するための溶接機構の構成例≫
　図１に示す溶接機構１は、本発明に係るサブマージアーク溶接方法（以下、省略して「
本溶接方法」と呼ぶ場合がある）を実現するための溶接機構の構成例である。すなわち、
溶接機構１はあくまで例示であり、後記する本溶接方法は、この溶接機構１で実現される
溶接操作に限定されるものではない。本溶接方法は、一般的な溶接機構により実現可能で
ある。
【００３４】
　溶接機構１は、管状に成形された鋼板８０を後記するサブマージアーク溶接方法を用い
て自動溶接する。溶接機構１は、鋼板８０の外面側又は内面側を溶接する２つの溶接機１
０を備える。各々の溶接機１０は、複数（図１では２つ）のトーチ（ノズル）１２と、フ
ラックス放出部１３とを備えて構成される。各々のトーチ１２は、内部をワイヤが挿通す
る電極１２ａを備える。以下では、溶接方向に対して先行している電極１２ａをＬ極と呼
び、溶接方向に対して後行している電極１２ａをＴ極と呼ぶ。ここで、電極１２ａの極性
は、特に限定されない。例えば、電極１２ａの極性は、交流同士の組み合わせや、直流及
び交流の組み合わせ等であってよい。また、交流同士の組み合わせの場合、電極１２ａ間
の結線方法についても特に限定されない。例えば、結線方法は、逆Ｖ結線、Ｖ結線、スコ
ット結線等であってよい。好ましくは、溶け込みが深くなるので、逆Ｖ結線を用いた交流
同士の組み合わせや、直流及び交流の組み合わせがよい。なお、溶接機構１は、各々の溶
接機１０により下向きで鋼板８０を溶接できるように、鋼板８０を適宜回転させる。
【００３５】
　鋼板８０は、開先加工が形成されて突き合わされた両辺が接合する接合部８１を有する
。接合部８１は、本発明に係るサブマージアーク溶接方法により溶接される部分である。
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鋼板８０の種類は、特に限定されない。例えば、鋼板８０は、軟鋼、高張力鋼、低温用鋼
等であってよい。図２を参照し、鋼板８０及び接合部８１の形状及び寸法について説明す
る。
【００３６】
　図２に示すように、鋼板８０は、円筒形状をなす。以下では、鋼板８０の厚さを「ｔ」
で表す。本実施形態に係る鋼板８０は、厚さｔが４０ｍｍよりも大きい（ｔ＞４０ｍｍ）
場合を想定している。接合部８１は、側面視でＸ開先形状をなし、平面視で曲げられた鋼
板８０の軸心方向と平行に形成される。平面視で接合部８１が形成される方向（軸心方向
）を溶接方向と呼ぶ場合がある。
【００３７】
　接合部８１は、外面側開先部８２（第１開先部）と、内面側開先部８３（第２開先部）
と、ルートフェイス（ルート面）８４とを備えて構成される。外面側開先部８２は、側面
視でＶ字形状をなし、開先深さを「ｄ１（ｍｍ）」、開先角度を「θ１（°）」で表す。
内面側開先部８３は、側面視でＶ字形状をなし、開先深さを「ｄ２（ｍｍ）」、開先角度
を「θ２（°）」で表す。また、ルートフェイス８４の径方向の距離を「ｒ」で表す。
【００３８】
　本実施形態に係る鋼板８０の接合部８１は、外面側開先部８２内の断面積が内面側開先
部８３内の断面積よりも大きく形成される。また、接合部８１は、厚さｔが５０ｍｍや６
０ｍｍになった場合でも、開先深さｄ２の寸法を例えば０～２０（ｍｍ）の範囲内で固定
し、開先深さｄ１の寸法のみを大きくする。これにより、詳細は後記説明するが、内面側
開先部８３を１パス１層溶接で行うことが可能である。好ましくは、開先深さｄ２が２ｍ
ｍ以上、１８ｍｍ以下であるのがよい。なお、ルートフェイス８４は、距離ｒが２～１５
（ｍｍ）の範囲で設計するのがよい。ルートフェイス８４は、好ましくは３ｍｍ以上、１
２ｍｍ以下であるのがよい。
【００３９】
≪本発明に係るサブマージアーク溶接方法≫
　図３を参照して、本発明に係るサブマージアーク溶接方法の概要について説明する。本
溶接方法では、接合部８１に第１溶接部９１、第２溶接部９２、第３溶接部９３の３つの
溶接部を形成する。ここで、第１溶接部９１及び第３溶接部９３は、主に溶接による溶接
金属で構成される。第２溶接部９２は、主に溶接による溶接金属とこの溶接による熱影響
を受けた母材（鋼板８０）の部分とで構成される。
【００４０】
　本溶接方法は、１パス１層の低入熱により外面側開先部８２内に第１溶接部９１を形成
する。また、本溶接方法は、内面側開先部８３内の溶接金属が鋼板８０の表面を超えるま
で、高入熱の一層溶接を内面側開先部８３に対して施す。これにより、本溶接方法は、第
２溶接部９２を内面側開先部８３に形成する。また、本溶接方法は、多層溶接を外面側開
先部８２に施し、第１溶接部９１の上部に第３溶接部９３を形成する。
【００４１】
　ここで、本溶接方法は、第１溶接部９１、第２溶接部９２、第３溶接部９３を形成する
順番として、「第１溶接部９１の形成→第２溶接部９２の形成→第３溶接部９３の形成」
と「第１溶接部９１の形成→第３溶接部９３の形成→第２溶接部９２の形成」との２通り
がある。以下では、前者の順番による溶接方法を実施例１として説明し、後者の順番によ
る溶接方法を実施例２として説明する。
【実施例１】
【００４２】
　以下では、図４（適宜、図１～３参照）を参照して、実施例１に係る「第１溶接部９１
の形成→第２溶接部９２の形成→第３溶接部９３の形成」の順番での溶接方法について説
明する。なお、この溶接方法では、第２溶接部９２を形成する工程において、溶接金属の
溶け落ちを防止するために、第２溶接部９２の形成に先行して第３溶接部９３の一部を形
成する。
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【００４３】
＜第１溶接部を形成する工程＞
　最初に、本溶接方法は、接合部８１の外面側開先部８２を１パス１層の低入熱で溶接を
行う。これにより、外面側開先部８２には、１層の溶接金属で構成される「第１溶接部９
１」が形成される（図４（ａ）参照）。第１溶接部９１を形成する工程は、例えば、外面
側の溶接機１０のＬ極（先行極）によって行うのがよい。ただし、第１溶接部９１を形成
する工程は、Ｔ極（後行極）を用いてもよく、Ｌ極に限定されるものではない。
【００４４】
＜第３溶接部の一部を形成する工程＞
　続いて、本溶接方法は、第１溶接部を形成する工程とは溶接条件を変更して、接合部８
１の外面側開先部８２に第３溶接部９３の一部を形成する。この溶接操作は、外面側開先
部８２内の溶接金属が４～３０ｍｍの高さになるまで、複数パスに分けて行われる。これ
により、外面側開先部８２内の第１溶接部９１の上部には、４～３０ｍｍの高さまで「第
３溶接部９３の一部」が形成される（図４（ｂ）参照）。第３溶接部９３の一部を形成す
る工程は、例えば、外面側の溶接機１０のＬ極（先行極）及びＴ極（後行極）によって行
うのがよい。ただし、第３溶接部９３の一部を形成する工程は、Ｌ極及びＴ極の何れか一
方のみを用いてもよく、Ｌ極及びＴ極のタンデム溶接に限定されるものではない。
【００４５】
＜第２溶接部を形成する工程＞
　続いて、本溶接方法は、接合部８１の内面側開先部８３を１パス１層の高入熱で溶接を
行う。ここで、内面側開先部８３の開先深さｄ２（図２参照）は、１回の溶接操作で内面
側開先部８３が溶接金属によって満たされる寸法に設計してある。その為、本溶接方法で
は、１回の溶接操作を行うことにより、内面側開先部８３に余盛が出る（内面側開先部８
３内の溶接金属が鋼板８０の表面を超える）。また、第１溶接部９１は、この溶接の熱影
響により一部が溶け込む。このようにして、内面側開先部８３には、１層の溶接金属とこ
の溶接による熱影響を受けた部分とで構成される「第２溶接部９２」が形成される（図４
（ｃ）参照）。第２溶接部９２を形成する工程は、例えば、内面側開先部８３が溶接位置
になるように鋼板８０を適宜回転させた後に、内面側の溶接機１０のＬ極（先行極）及び
Ｔ極（後行極）によって行うのがよい。ただし、第２溶接部９２を形成する工程は、Ｌ極
及びＴ極の何れか一方のみを用いてもよく、Ｌ極及びＴ極のタンデム溶接に限定されるも
のではない。
【００４６】
＜第３溶接部の残りの部分を形成する工程＞
　続いて、本溶接方法は、接合部８１の外面側開先部８２の溶接を行う。この溶接操作は
、外面側開先部８２に余盛が出るまで（外面側開先部８２内の溶接金属が鋼板８０の表面
を超えるまで）、複数パスに分けて行われる。これにより、外面側開先部８２には、複数
層の溶接金属で構成される「第３溶接部９３」が形成される（図４（ｄ）参照）。第３溶
接部９３の残りの部分を形成する工程は、例えば、外面側開先部８２が溶接位置になるよ
うに鋼板８０を適宜回転させた後に、外面側の溶接機１０のＬ極（先行極）及びＴ極（後
行極）を用いて第３溶接部９３の一部を形成する工程と同様の溶接条件で行うのがよい。
ただし、第３溶接部９３の残りの部分を形成する工程は、Ｌ極及びＴ極の何れか一方のみ
を用いてもよく、Ｌ極及びＴ極のタンデム溶接に限定されるものではない。
【００４７】
　実施例１に係る溶接方法における溶接例を図６Ａに示す。記号欄の内容は、溶接方法を
識別するための情報である。図６Ａでは、「Ｔ１」，「Ｔ２」・・・「Ｔ６」が示されて
いる。実施例１に係る溶接方法は、この内「Ｔ１」～「Ｔ５」が該当する。開先形状欄の
内容は、接合部８１に形成される開先の形状を識別するための情報である。図６Ａでは、
「Ｇ１」～「Ｇ３」が示されている。開先形状Ｇ１～Ｇ３は、図７（ａ）～（ｃ）に対応
している。パス欄の内容は、溶接操作を識別するための情報である。サイド欄の内容は、
溶接を行う開先を識別するための情報である。図６Ａでは、「外面」、「内面」が示され
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ている。
【００４８】
　溶接条件欄の内容は、パス欄に対応した溶接を行う条件を示す情報である。溶接条件欄
は、Ｌ極電流欄、Ｌ極電圧欄、Ｔ極電流欄、Ｔ極電圧欄、速度欄、入熱欄で構成される。
Ｌ極電流欄の内容は、先行極の電流を示す。Ｌ極電圧欄の内容は、先行極の電圧を示す。
Ｔ極電流欄の内容は、後行極の電流を示す。Ｔ極電圧欄の内容は、後行極の電圧を示す。
速度欄の内容は、溶接速度を示す。入熱は、溶接部に与えられる熱量を示す。Ｌ極及びＴ
極の配置を図８に示す。ここで、図６Ａに示す溶接例では、フラックスとして「ＪＩＳ　
Ｚ　３３５２」に規定される「ＳＡＣＧ１」を使用した。また、ワイヤとして「ＪＩＳ　
Ｚ　３３５１」に規定される「ＹＳ－Ｓ６」を使用した。
【００４９】
　高温割れ欄の内容は、溶接金属で高温割れが発生したか否かを示す情報である。
　低温割れ欄の内容は、溶接金属で低温割れが発生したか否かを示す情報である。
　溶け落ち欄の内容は、溶け落ちが発生したか否かを示す情報である。
　溶け残し欄の内容は、溶け残しが発生したか否かを示す情報である。
　高温割れ、低温割れの確認は、「ＪＩＳ　Ｚ　３０６０」に規定される鋼溶接部の超音
波探傷試験方法に則って実施した。溶け残しは、断面マクロ組織試験片の目視により判断
した。
【００５０】
　記号「Ｔ１」における溶接方法のパス「１」～「２」が第１溶接部９１を形成する工程
における溶接操作を示し、パス「３」が第３溶接部９３の一部を形成する工程における溶
接操作を示し、パス「４」が第２溶接部９２を形成する工程における溶接操作を示し、パ
ス「５」～「１２」が残りの第３溶接部９３を形成する工程における溶接操作を示す。こ
の溶接方法で実際に溶接を行った結果、高温割れ、低温割れ、溶け落ち、及び溶け残しの
何れもが発生しなかった。
【００５１】
　また、記号「Ｔ２」における溶接方法のパス「１」～「２」が第１溶接部９１を形成す
る工程における溶接操作を示し、パス「３」が第３溶接部９３の一部を形成する工程にお
ける溶接操作を示し、パス「４」が第２溶接部９２を形成する工程における溶接操作を示
し、パス「５」～「１４」が残りの第３溶接部９３を形成する工程における溶接操作を示
す。この溶接方法で実際に溶接を行った結果、高温割れ、低温割れ、溶け落ち、及び溶け
残しの何れもが発生しなかった。
【００５２】
　また、記号「Ｔ３」における溶接方法のパス「１」～「２」が第１溶接部９１を形成す
る工程における溶接操作を示し、パス「３」が第３溶接部９３の一部を形成する工程にお
ける溶接操作を示し、パス「４」が第２溶接部９２を形成する工程における溶接操作を示
し、パス「５」～「１０」が残りの第３溶接部９３を形成する工程における溶接操作を示
す。この溶接方法で実際に溶接を行った結果、高温割れ、低温割れ、溶け落ち、及び溶け
残しの何れもが発生しなかった。
【００５３】
　また、記号「Ｔ４」における溶接方法のパス「１」～「２」が第１溶接部９１を形成す
る工程における溶接操作を示し、パス「３」～「６」が第３溶接部９３の一部を形成する
工程における溶接操作を示し、パス「７」が第２溶接部９２を形成する工程における溶接
操作を示し、パス「８」～「１２」が残りの第３溶接部９３を形成する工程における溶接
操作を示す。この溶接方法で実際に溶接を行った結果、高温割れ、低温割れ、溶け落ち、
及び溶け残しの何れもが発生しなかった。
【００５４】
　また、記号「Ｔ５」における溶接方法のパス「１」が第１溶接部９１を形成する工程に
おける溶接操作を示し、パス「２」が第３溶接部９３の一部を形成する工程における溶接
操作を示し、パス「３」が第２溶接部９２を形成する工程における溶接操作を示し、パス
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「４」～「９」が残りの第３溶接部９３を形成する工程における溶接操作を示す。この溶
接方法で実際に溶接を行った結果、高温割れ、低温割れ、溶け落ち、及び溶け残しの何れ
もが発生しなかった。
【実施例２】
【００５５】
　以下では、図５（適宜、図１～３参照）を参照して、実施例２に係る「第１溶接部９１
の形成→第３溶接部９３の形成→第２溶接部９２の形成」の順番での溶接方法について説
明する。
【００５６】
＜第１溶接部を形成する工程＞
　最初に、本溶接方法は、接合部８１の外面側開先部８２を１パス１層の低入熱で溶接を
行う。これにより、外面側開先部８２には、１層の溶接金属で構成される「第１溶接部９
１」が形成される（図５（ａ）参照）。第１溶接部９１を形成する工程は、例えば、外面
側の溶接機１０のＬ極（先行極）によって行うのがよい。ただし、第１溶接部９１を形成
する工程は、Ｔ極（後行極）を用いてもよく、Ｌ極に限定されるものではない。
【００５７】
＜第３溶接部を形成する工程＞
　続いて、本溶接方法は、第１溶接部を形成する工程とは溶接条件を変更して、外面側開
先部８２の第１溶接部９３の上部に第３溶接部９３を形成する。この溶接操作は、外面側
開先部８２に余盛が出るまで（外面側開先部８２内の溶接金属が鋼板８０の表面を超える
まで）、複数パスに分けて行われる。これにより、外面側開先部８２には、複数層の溶接
金属で構成される「第３溶接部９３」が形成される（図５（ｂ）参照）。第３溶接部９３
を形成する工程は、例えば、外面側の溶接機１０のＬ極（先行極）及びＴ極（後行極）に
よって行うのがよい。ただし、第３溶接部９３を形成する工程は、Ｌ極及びＴ極の何れか
一方のみを用いてもよく、Ｌ極及びＴ極のタンデム溶接に限定されるものではない。
【００５８】
＜第２溶接部を形成する工程＞
　続いて、本溶接方法は、接合部８１の内面側開先部８３を１パス１層の高入熱で溶接を
行う。ここで、内面側開先部８３の開先深さｄ２（図２参照）は、１回の溶接操作で内面
側開先部８３が溶接金属によって満たされる寸法に設計してある。その為、本溶接方法で
は、１回の溶接操作を行うことにより、内面側開先部８３に余盛が出る（内面側開先部８
３内の溶接金属が鋼板８０の表面を超える）。また、第１溶接部９１は、この溶接の熱影
響により一部が溶け込む。このようにして、内面側開先部８３には、１層の溶接金属とこ
の溶接による熱影響を受けた部分とで構成される「第２溶接部９２」が形成される（図５
（ｃ）参照）。第２溶接部９２を形成する工程は、例えば、内面側開先部８３が溶接位置
になるように鋼板８０を適宜回転させた後に、内面側の溶接機１０のＬ極（先行極）及び
Ｔ極（後行極）によって行うのがよい。ただし、第２溶接部９２を形成する工程は、Ｌ極
及びＴ極の何れか一方のみを用いてもよく、Ｌ極及びＴ極のタンデム溶接に限定されるも
のではない。
【００５９】
　実施例２に係る溶接方法における溶接例を図６Ａ（記号「Ｔ６」）に示す。
　記号「Ｔ６」における溶接方法のパス「１」～「２」が第１溶接部９１を形成する工程
における溶接操作を示し、パス「３」～「１１」が第３溶接部９３を形成する工程におけ
る溶接操作を示し、パス「１２」が第２溶接部９２を形成する工程における溶接操作を示
す。この溶接方法で実際に溶接を行った結果、高温割れ、低温割れ、溶け落ち、及び溶け
残しの何れもが発生しなかった。
【００６０】
　記号「Ｔ７」における溶接方法のパス「１」が第１溶接部９１を形成する工程における
溶接操作を示し、パス「２」～「８」が第３溶接部９３を形成する工程における溶接操作
を示し、パス「９」が第２溶接部９２を形成する工程における溶接操作を示す。この溶接



(12) JP 6025620 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

方法で実際に溶接を行った結果、高温割れ、低温割れ、溶け落ち、及び溶け残しの何れも
が発生しなかった。
【００６１】
　以上のように、本発明に係るサブマージアーク溶接方法は、内面側開先部８３（第２開
先部）に対して、内面側開先部８３に余盛が出るまで（溶接金属が鋼板８０の表面を超え
るまで）高入熱の一層溶接を施す。したがって、本発明に係るサブマージアーク溶接方法
によれば、第２溶接部９２の幅を大きくすることが可能であり、溶接金属に高温割れが発
生するのを極めて低減することができる。
　また、本発明に係るサブマージアーク溶接方法は、外面側開先部８２（第１開先部）に
対して多層溶接を施す。したがって、本発明に係るサブマージアーク溶接方法によれば、
第３溶接部９３の各層の厚さを調整することが可能であり、溶接金属に低温割れが発生す
るのを極めて低減することができる。
【００６２】
［比較例］
　本発明の実施例に係る溶接方法の比較例を図６Ｂに示す。
　記号「Ｔ８」における溶接方法の開先形状Ｇ４は、図７（ｄ）に対応している。この比
較例に係る溶接方法は、本溶接方法のように、内面側開先部８３を１パス１層で溶接を行
わないので、高温割れが発生する。記号「Ｔ９」～「Ｔ１２」における溶接方法は、開先
形状Ｇ１が実施例１の記号「Ｔ１」における溶接方法（図６Ａ参照）と同様である。これ
らの比較例に係る溶接方法は、本溶接方法の溶接条件を設定する際の参考となる。
【００６３】
［変形例］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、その趣旨を変えない範囲で実施することができる。実施形態の変形例を以下に示す。
【００６４】
　実施形態では鋼板８０として円筒形状のものを想定していたが、鋼板８０の形状は円筒
形状に限られない。図９（ａ）に示すように、側面視が多角形状（図９（ａ）では四角形
を例示）の鋼板３８０であってもよい。また、図９（ｂ）、（ｃ）に示すように、複数の
接合部８１が形成された鋼板４８０、５８０を円筒形状や角筒形状に曲げたものであって
もよい。
【００６５】
　また、実施形態に係る接合部８１は、Ｘ開先形状を想定していたが、これに限定される
ものではない。接合部８１の形状は、例えば、Ｙ開先形状、Ｖ開先形状、Ｈ開先形状等で
あってもよい。また、実施形態では、接合部８１は、外面側開先部８２内の断面積が内面
側開先部８３内の断面積よりも大きく形成されていたが、逆に内面側開先部８３内の断面
積が外面側開先部８２内の断面積よりも大きく形成されてもよい。その場合、内面側開先
部８３に第１溶接部９１及び第３溶接部９３が形成され、外面側開先部８２に第２溶接部
９２が形成される。
【符号の説明】
【００６６】
　１　　　溶接機構
　１０　　溶接機
　１２ａ　電極
　８０，３８０，４８０，５８０　鋼板
　８１　　接合部
　８２　　外面側開先部（第１開先部）
　８３　　内面側開先部（第２開先部）
　８４　　ルートフェイス
　９１　　第１溶接部
　９２　　第２溶接部
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　９３　　第３溶接部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】
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