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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼製外皮にフラックスを充填したフラックス入りワイヤにおいて、ワイヤ全質量に対す
る質量％で、
Ｃ　：０．０４％以上、０．２０％以下、
Ｓｉ：０．１％以上、１．５％以下、
Ｍｎ：０．６％以上、２．５％以下
を含有するとともに、
Ｍｇ、Ｃａ、Ａｌ、Ｚｒ、ＲＥＭの一種または二種以上を、合計で、０．０１％以上、２
．００％以下含有し、残部が鉄及び不可避不純物から構成され、下記（式１）に示すＰＴ
Ｓの値がワイヤ全体に対する質量％で０．３６％以上、０．６８％以下であり、ワイヤ中
の全水素量がワイヤ全体の質量比で６．０ｐｐｍ以下であり、鋼製外皮に外気浸入の危険
性のあるスリット状の継ぎ目が無いことを特徴とする、フラックス入り極低水素溶接用ワ
イヤ。
ＰＴＳ＝Ｃ＋Ｓｉ／２４＋Ｍｎ／６（％）　・・・（式１）
【請求項２】
　鋼製外皮にフラックスを充填したフラックス入りワイヤにおいて、ワイヤ全質量に対す
る質量％で、
Ｃ　：０．０４％以上、０．２０％以下、
Ｓｉ：０．１％以上、１．５％以下、
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Ｍｎ：０．６％以上、２．５％以下
を含有するとともに、
Ｍｇ、Ｃａ、Ａｌ、Ｚｒ、ＲＥＭの一種または二種以上を、合計で、０．０１％以上、２
．００％以下含有し、
　さらに、
Ｃｕ：０．１～１．０％、
Ｎｉ：０．１～５．０％、
Ｃｒ：０．１～２．０％、
Ｍｏ：０．１～２．０％、
Ｎｂ：０．００１～０．１００％、
Ｖ　：０．００１～０．２００％、
Ｔｉ：０．０１～０．５０％（純金属又は合金状態）、
Ｂ　：０．００１～０．０５０％
の一種または二種以上を含有し、残部が鉄及び不可避不純物から構成され、下記（式２）
に示すＰＴＳの値がワイヤ全体に対する質量％で０．３６％以上、１．０％以下であり、
ワイヤ中の全水素量がワイヤ全体の質量比で６．０ｐｐｍ以下であり、鋼製外皮に外気浸
入の危険性のあるスリット状の継ぎ目が無いことを特徴とする、フラックス入り極低水素
溶接用ワイヤ。
ＰＴＳ＝Ｃ＋Ｓｉ／２４＋Ｍｎ／６＋Ｃｕ／１５＋Ｎｉ／１５＋Ｃｒ／５＋Ｍｏ／５＋Ｖ
／５（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　　（式２）
　なお、（式２）においてワイヤ中に含有されていない元素は０（％）とする。
【請求項３】
　ワイヤ全質量に対する質量％で、Ｎａ、Ｋの酸化物、またはフッ化物の一種または二種
以上の合計がアーク安定剤として、０．１～０．５％の範囲で含有されていることを特徴
とする、請求項１または２に記載のフラックス入り極低水素溶接用ワイヤ。
【請求項４】
　鋼帯をこれの長手方向に送りながら成形ロールによりオープン管に成形し、この成形途
中でオープン管の開口部からフラックスを供給し、開口部の相対するエッジ面を突合せ溶
接し、溶接により得られた管に縮径と焼鈍を実施する際に、ワイヤ直径が１０．０ｍｍ以
下となるまで縮径された後に、ワイヤを７００℃以上、１０００℃以下の温度で焼鈍する
ことを特徴とする、請求項１ないし３のいずれか１項に記載のフラックス入り極低水素溶
接用ワイヤの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フラックス入り極低水素溶接用ワイヤ及びその製造方法に関し、特に、建設
機械、海洋構造物等における引張強さが６９０ＭＰａ級以上の高張力鋼の溶接に使用され
る場合に、低水素であるために高強度でも低温割れの危険が少なく、優れた溶接施工性が
得られる、フラックス入り極低水素溶接用ワイヤ及びその製造方法に関する。
【０００２】
　フラックス入りワイヤにはフラックスを充填した後に、鋼製外皮を巻き締めて製造する
もの（Ｃタイプ）と、鋼性外皮を溶接することにより継ぎ目を無くし、外気との接触を遮
断したタイプのもの（Ｏタイプ）の両方があるが、本発明ではＯタイプに属するものであ
る。
【０００３】
　また、フラックス入りワイヤは大きく分けてスラグ系フラックス入りワイヤと称されて
いるスラグ成分を主としたフラックスを充填したワイヤと、メタル系フラックス入りワイ
ヤと称されている金属成分を主としたフラックスを充填したワイヤの双方があるが、本発
明はメタル系フラックス入りワイヤを対象としている。
【０００４】
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　尚、本発明のフラックス入りワイヤは、ガスシールドアーク溶接を主たる適用先として
いるが、サブマージアーク用の溶接ワイヤとして使用しても差し支えない。
【背景技術】
【０００５】
　高張力鋼は、建設機械や船舶、海洋構造物分野などで使用されている。これらの溶接に
は施工性と利便性の点から手溶接やガスシールド溶接が広く使われており、そのガスシー
ルド溶接にはソリッドワイヤとフラックス入りワイヤが使われるのが通常である。
【０００６】
　ソリッドワイヤについては、例えば引張強さ６９０ＭＰａ級以上の高強度鋼用の溶接ワ
イヤが既に市販されており、十分な使用実績を確立している。一方、フラックス入りワイ
ヤにおいては、引張強さ５９０ＭＰａ級鋼用では市販されているが、引張強さ６９０ＭＰ
ａ級以上の高張力鋼用溶接ワイヤに関しては、十分に市場で使われていないのが実情であ
る。
【０００７】
　引張強さ６９０ＭＰａ級以上の高強度鋼でフラックス入りワイヤが使用されていない理
由は、フラックス入りワイヤを用いた溶接金属ではソリッドワイヤの場合に比べて、溶接
部における拡散性水素量が高く、溶接低温割れが懸念されているためである。
【０００８】
　ワイヤ中の水素量を低減する技術に関しては、例えばプライマー塗装鋼板の溶接におけ
るピット等の発生抑制を主目的に、特許文献１や特許文献２で既に提唱されている。また
、４９０ＭＰａ級強度レベルのフラックス入りワイヤの水素量を低減する手段としては、
特許文献３にあるように、ワイヤを焼鈍する方法が既に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平０９－２３９５８７号公報
【特許文献２】特開平１０－２８６６９２号公報
【特許文献３】特開平０９－５７４８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記特許文献１、２に記載の発明は、本発明のワイヤとはその目的が明
らかに異なり、当該知見を引張強さ６９０ＭＰａ級以上の高強度鋼にそのまま適用するこ
とはできない。
【００１１】
　ワイヤの水素量を低減する方法として特許文献３に開示されているワイヤ焼鈍技術も、
６９０ＭＰａ級以上のフラックス入りワイヤにおいて効果があるかどうかは明確には示さ
れていない。６９０ＭＰａ級以上のフラック入りワイヤに関しては、溶接金属の強度特性
を６９０ＭＰａ級以上に確保するために、Ｍｎなどの焼入性元素をワイヤ中に含有させる
必要があるが、これら焼入性元素には、いわゆる水素吸蔵合金と呼ばれるものがあり、単
純な４９０ＭＰａ級ワイヤにおけるワイヤ焼鈍による水素低減効果が、水素吸蔵合金が多
くなる傾向にある６９０ＭＰａ級以上のワイヤに対しても同等な水素低減効果があるかど
うかは明確ではない。ちなみに、水素吸蔵合金としてよく知られている元素としては、Ｍ
ｇ、Ｎｉ、Ｖ、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｍｎなどが挙げられる。
【００１２】
　そこで、本発明は、高張力鋼の溶接において、フラックス入りワイヤの特長である優れ
た溶融効率、良好な止端部のビード形状等を維持しつつ、溶接部の拡散性水素量をソリッ
ドワイヤと同程度に低減し、引張強さが６９０ＭＰａ級以上である高張力鋼の溶接を良好
な溶接施工性の下に可能とする、フラックス入り極低水素溶接用ワイヤ及びその製造方法
を提供することを目的とするものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するための本発明の要旨は、以下の通りである。
【００１４】
　（１）　鋼製外皮にフラックスを充填したフラックス入りワイヤにおいて、ワイヤ全質
量に対する質量％で、
Ｃ　：０．０４％以上、０．２０％以下、
Ｓｉ：０．１％以上、１．５％以下、
Ｍｎ：０．６％以上、２．５％以下
を含有するとともに、Ｍｇ、Ｃａ、Ａｌ、Ｚｒ、ＲＥＭの一種または二種以上を、合計で
、０．０１％以上、２．００％以下含有し、残部が鉄及び不可避不純物から構成され、下
記（式１）に示すＰＴＳの値がワイヤ全体に対する質量％で０．３６％以上、０．６８％
以下であり、ワイヤ中の全水素量がワイヤ全体の質量比で６．０ｐｐｍ以下であり、鋼製
外皮に外気浸入の危険性のあるスリット状の継ぎ目が無いことを特徴とする、フラックス
入り極低水素溶接用ワイヤ。
ＰＴＳ＝Ｃ＋Ｓｉ／２４＋Ｍｎ／６（％）　　　　　　　・　・　・　　（式１）
【００１５】
　（２）　鋼製外皮にフラックスを充填したフラックス入りワイヤにおいて、ワイヤ全質
量に対する質量％で、
Ｃ　：０．０４％以上、０．２０％以下、
Ｓｉ：０．１％以上、１．５％以下、
Ｍｎ：０．６％以上、２．５％以下
を含有するとともに、
Ｍｇ、Ｃａ、Ａｌ、Ｚｒ、ＲＥＭの一種または二種以上を、合計で、０．０１％以上、２
．００％以下含有し、
　さらに、
Ｃｕ：０．１～１．０％、
Ｎｉ：０．１～５．０％、
Ｃｒ：０．１～２．０％、
Ｍｏ：０．１～２．０％、
Ｎｂ：０．００１～０．１００％、
Ｖ　：０．００１～０．２００％、
Ｔｉ：０．０１～０．５０％（純金属又は合金状態）、
Ｂ　：０．００１～０．０５０％
の一種または二種以上を含有し、残部が鉄及び不可避不純物から構成され、下記（式２）
に示すＰＴＳの値がワイヤ全体に対する質量％で０．３６％以上、１．０％以下であり、
ワイヤ中の全水素量がワイヤ全体の質量比で６．０ｐｐｍ以下であり、鋼製外皮に外気浸
入の危険性のあるスリット状の継ぎ目が無いことを特徴とする、フラックス入り極低水素
溶接用ワイヤ。
ＰＴＳ＝Ｃ＋Ｓｉ／２４＋Ｍｎ／６＋Ｃｕ／１５＋Ｎｉ／１５＋Ｃｒ／５＋Ｍｏ／５＋Ｖ
／５（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　　（式２）
　なお、（式２）においてワイヤ中に含有されていない元素は０（％）とする。
【００１６】
　（３）　ワイヤ全質量に対する質量％で、Ｎａ、Ｋの酸化物、またはフッ化物の一種ま
たは二種以上の合計がアーク安定剤として、０．１～０．５％の範囲で含有されているこ
とを特徴とする、上記（１）または（２）に記載のフラックス入り極低水素溶接用ワイヤ
。
【００１７】
　（４）　鋼帯をこれの長手方向に送りながら成形ロールによりオープン管に成形し、こ
の成形途中でオープン管の開口部からフラックスを供給し、開口部の相対するエッジ面を
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突合せ溶接し、溶接により得られた管に縮径と焼鈍を実施する際に、ワイヤ直径が１０．
０ｍｍ以下となるまで縮径された後に、ワイヤを７００℃以上、１０００℃以下の温度で
焼鈍することを特徴とする、上記（１）ないし（３）のいずれか１項に記載のフラックス
入り極低水素溶接用ワイヤの製造方法。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のフラックス入りワイヤによれば、引張強さ６９０ＭＰａ級以上の高張力鋼の溶
接において、フラックス入りワイヤの特長である高溶融効率、良好な止端部のビード形状
等を維持しつつ、溶接部の拡散性水素量をソリッドワイヤと同程度に低減できるため、既
存の溶接ワイヤでは実現できなかったような優れた溶接施工性の下で、引張強さ６９０Ｍ
Ｐａ級以上である高張力鋼の溶接が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】溶接ワイヤ中の全水素量と溶接継ぎ手における拡散性水素量の関係を示す図であ
る。
【図２】ワイヤの全水素量とワイヤ製造時の焼鈍温度との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明者らは、前記課題を解決するためにまず、ワイヤ全体の含有水分量と、このワイ
ヤを使用して作成された溶接継ぎ手の拡散性水素量を調査し、ワイヤの製造条件、特にフ
ラックス入りワイヤの焼鈍条件について検討し、溶接継ぎ手の拡散性水素量がソリッドワ
イヤと同等以下となる技術を確定した。
【００２１】
　まず、ワイヤ成分の規定理由を述べる。なお、各成分についての％は質量％を意味する
。
【００２２】
　Ｃは、材質的に溶接金属の強度を向上させる元素である。したがって、添加量が少なす
ぎると、十分な溶接金属強度が得られなくなるため、０．０４％以上は必要である。しか
し、０．２０％を超えて過剰に添加すると、高炭素マルテンサイトが多く形成されて低温
靭性が低下する。以上の理由からＣの添加量は０．０４％以上、０．２０％以下とする。
【００２３】
　Ｓｉは、溶接金属の脱酸と焼入れ性確保の目的のため、純金属又は合金状態（例えば、
Ｆｅ－Ｓｉ、Ｍｇ－Ｓｉ、ＳｉＣ等）で添加しているが、０．１％未満では脱酸が不足し
て靭性不足となりやすく、１．５％を超えると、硬化組織を形成するだけでなく、スラグ
量が多くなりビード形状を悪化させる。以上の理由からＳｉの添加量は０．１％以上、１
．５％以下とする。
【００２４】
　Ｍｎは、溶接金属の焼入れ性を向上し、強度と靭性を確保することを目的として添加さ
れる。０．６％未満では焼入れ性が不足して強度が低下し、２．５％を超えると硬化相を
形成し靭性が低下する。以上の理由からＭｎの添加量は０．６％以上、２．５％以下とす
る。
【００２５】
　Ｍｇ、Ｃａ、Ａｌ、Ｚｒ、ＲＥＭは、いずれも強脱酸元素であり、溶接金属中の酸素量
低減のために添加することが必須である。また、脱酸効果を発現するためには、酸化物や
フッ化物の状態ではなく、金属または合金状態（例えば、Ａｌ－Ｍｇ、Ｆｅ－Ａｌ、Ｃａ
－Ｓｉ、Ｃａ－Ｓｉ－Ｍｎ、Ｃａ－Ｓｉ－Ｂａ、Ｃｕ－Ｚｒ、ＲＥＭ－Ｃａ－Ｓｉ等）で
添加されることが必要である。ワイヤ中における、これら元素の含有量合計が０．０１％
未満では脱酸効果が不足し溶接金属の靭性が低下する。また、２．００％超の添加はアー
クが不安定となり、溶接作業性に支障をきたす。これらの元素は、１種または２種以上を
任意に選択して添加しても脱酸効果に格別の相違はない。以上の理由からＭｇ、Ｃａ、Ａ
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ｌ、Ｚｒ、ＲＥＭの１種または２種以上の合計添加量は０．０１％以上、２．００％以下
とした。
【００２６】
　以上が本発明のフラックス入り極低水素溶接用ワイヤの基本成分で、以下に述べる成分
を必要に応じて添加する事ができる。なお、残部は鉄及び不可避不純物である。
【００２７】
　Ｃｕは、ワイヤの外表面にめっきされ、溶接時の供電抵抗を低下するとともに、材質的
には溶接金属の強度と靭性の向上を目的として添加することができる。しかしながら、０
．１％未満ではその効果が不十分であるため含有量の下限値は０．１％以上が好ましい。
一方、１．０％を超えると硬化相を形成し靭性が低下する。以上の理由から、Ｃｕの添加
量は、０．１～１．０％とするのが好ましい。
【００２８】
　Ｎｉは、溶接金属の強度を向上させると共に、靭性向上を目的に添加することができる
。高強度になっても靭性を大きく低下させない元素として他の焼入れ性元素よりも多量に
添加できる。しかしながら０．１％未満ではその効果が不十分であるため含有量の下限値
は０．１％以上が好ましい。一方、５．０％を超えて過剰に添加すると凝固割れが生じや
すくなる。以上の理由から、Ｎｉの添加量は、０．１～５．０％とするのが好ましい。
【００２９】
　Ｃｒは、溶接金属の強度向上を目的に添加することができる。しかしながら０．１％未
満ではその効果が不十分であるため含有量の下限値は０．１％以上が好ましい。一方、２
．０％を超えて過剰に添加すると靭性の低下を生じやすくなる。以上の理由から、Ｃｒの
添加量は、０．１～２．０％とするのが好ましい。
【００３０】
　Ｍｏは、溶接金属の強度確保を目的に添加することができる。しかしながら０．１％未
満ではその効果が不十分であるため含有量の下限値は０．１％以上が好ましい。一方、２
．０％を超えて過剰に添加すると靭性の低下を生じやすくなる。以上の理由から、Ｍｏの
添加量は、０．１～２．０％とするのが好ましい。
【００３１】
　Ｎｂは、微細な炭窒化物を形成し溶接金属の耐力および強度向上効果を持つために添加
することができる。しかしながら０．００１％未満ではその効果が不十分であるため含有
量の下限値は０．００１％以上が好ましい。一方、０．１００％を超えて過剰に添加する
と靭性の低下を生じやすくなる。以上の理由から、Ｎｂの添加量は、０．００１～０．１
００％とするのが好ましい。
【００３２】
　Ｖは、微細な炭窒化物を形成し溶接金属の耐力および強度向上効果を持つために添加す
ることができる。しかしながら、０．００１％未満ではその効果が不十分であるため含有
量の下限値は０．００１％以上が好ましい。一方、０．２００％を超えて過剰に添加する
と靭性の低下を生じやすくなる。以上の理由から、Ｖの添加量は、０．００１～０．２０
０％とするのが好ましい。
【００３３】
　Ｔｉは、溶接金属のミクロ組織微細化効果を持つことから、靭性向上を目的に金属また
は合金状態（例えば、Ｆｅ－Ｔｉ、ＴｉＣ等）で添加することができる。しかしながら、
０．０１％未満ではその効果が不十分であるため含有量の下限値は０．０１％以上が好ま
しい。一方、０．５０％以上では硬化組織を形成し、靭性が低下する。以上の理由から、
Ｔｉの添加量は、０．０１～０．５０％とするのが好ましい。
【００３４】
　Ｂは、溶接金属の焼入れ性を向上する元素であり、靭性改善のために微量添加すること
ができる。ただし、０．００１％未満ではその効果が不十分であるため含有量の下限値は
０．００１％以上が好ましい。一方、０．０５０％を超える過剰添加では硬化組織を形成
して、靭性低下を招く危険性がある。以上の理由から、Ｂの添加量は、０．００１～０．
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０５０％とするのが好ましい。
【００３５】
　次に、請求項１の式１で規定するＰＴＳについて説明する。すなわち、下記（式１）で
規定したＰＴＳは、いわゆる炭素当量に相当するもので、各元素の炭素当量に相当する値
の合計値であり、溶接金属の引張り強さと靭性を確保するのに必要な値を求めた結果であ
る。ＰＴＳが０．３６％未満では、溶接金属において目的とする強度６９０ＭＰａを満た
せず、ＰＴＳが１．０％を超えると、溶接金属の強度が過剰となり、溶接金属の靭性が低
下する。そこで、本発明では、ＰＴＳの範囲は、０．３６～１．０％とするが、（式１）
でのＰＴＳの上限（最大値）は、元素の含有量からして０．６８％である。
　また、請求項１で規定する元素に加えて、さらに、請求項２に規定する炭素当量に影響
を与える元素であるＣｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖの一種または二種以上を含有する場合に
は、（式１）に代えて下記（式２）を用いる。なお、これら式中に記載の元素はワイヤ中
に含有されている各元素の質量％である。そして（式２）においては、ワイヤ中に含有さ
れていない元素は０（％）とする。
ＰＴＳ＝Ｃ＋Ｓｉ／２４＋Ｍｎ／６（％）　　　　　　　・　・　・　　（式１）
ＰＴＳ＝Ｃ＋Ｓｉ／２４＋Ｍｎ／６＋Ｃｕ／１５＋Ｎｉ／１５＋Ｃｒ／５＋Ｍｏ／５＋Ｖ
／５（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　　（式２）
【００３６】
　次に、ワイヤ中の含有水素量を６．０ｐｐｍ以下と規定した理由について述べる。溶接
時に溶接部に侵入する水素は、溶接後に溶接金属から鋼材側に拡散し、溶接熱影響部に集
積して低温割れの発生原因となる。この水素源は溶接材料が保有する水分、大気から混入
する水分、鋼表面に付着した錆びやスケール等が上げられるが、十分に溶接部の清浄性、
ガスシールドの条件が管理された溶接の下では、溶接ワイヤ中に主として水分で含有され
る水素量で溶接継ぎ手の拡散性水素量は決定される。図１は、溶接ワイヤ中の全水素量と
溶接継ぎ手における拡散性水素量の関係を示す。拡散性水素量は、ＪＩＳ　Ｚ３１１８、
ガスクロマトグラフにより測定した。図１に示すように溶接継ぎ手の拡散性水素量とワイ
ヤ中の水素量とは明瞭な相関関係が確認された。ソリッドワイヤを使用した場合は、溶接
継ぎ手の拡散性水素量は通常１．５ｍｌ／１００ｇｒ程度であるが、図１の結果より、フ
ラックス入りワイヤを使用した溶接でも、ワイヤの全水素量を６．０ｐｐｍ以下にすれば
、ソリッドワイヤと同等の拡散性水素量が達成されることが明らかとなった。
【００３７】
　本発明のワイヤは、アーク安定性の向上を目的として、ワイヤ全質量に対する質量％で
、Ｎａ、Ｋの酸化物、またはフッ化物（例えば、Ｎａ２Ｏ、ＮａＦ、Ｋ２Ｏ、ＫＦ、Ｋ２
ＳｉＦ６、Ｋ２ＺｒＦ６等）の一種または二種以上を添加することができる。ただし、そ
の含有量は、０．１％未満ではその効果が不十分であるため、０．１％以上の含有量が好
ましい。一方、０．５％を超えて過剰に添加されるとアークが不安定となる。従って、ア
ーク安定剤の含有量は、０．１～０．５％とするのが好ましい。
【００３８】
　その他、ＰおよびＳは、共に有害な不純物であり、溶接時に高温割れの原因となるだけ
でなく、溶接金属における靭性低下の原因にもなるため、極力低いことが望ましく、より
具体的にはＰはワイヤ全質量に対して質量％で０．０２％以下、Ｓはワイヤ全質量に対し
て質量％で０．０１％以下であることが好ましい。また、鉄粉は、フラックス充填率の調
整のために使用できるが、溶接金属中に酸素量を持ち込むため少ない方が望ましい。
【００３９】
　Ｎは、溶接金属中に窒化物を形成し、溶接金属の靭性を低下させるだけでなく、過剰に
含有された場合にはブローホール等の溶接欠陥を生じる危険性も高くなる。このため、そ
の含有量は生産性を阻害しない範囲で、極力低減されることが好ましい。好ましくは、０
．００５％以下である。
【００４０】
　また、ワイヤ中のその他成分（残部）としては、鋼製外皮のＦｅ、フラックス中に添加
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された鉄粉及び合金成分中のＦｅを含む。
【００４１】
　次に、本発明のフラックス入り極低水素溶接用ワイヤの製造方法について説明する。
本発明のフラックス入り極低水素溶接用ワイヤの製造方法では、鋼帯をこれの長手方向に
送りながら成形ロールによりオープン管（Ｕ字型）に成形して鋼製外皮とし、この成形途
中でオープン管の開口部からフラックスを供給し、開口部の相対するエッジ面を突合せ溶
接し、溶接により得られた管に縮径と焼鈍を実施する際に、ワイヤ直径が１０．０ｍｍ以
下となるまで縮径された後に、ワイヤを７００℃以上、１０００℃以下の温度で焼鈍する
ことを特徴としている。
【００４２】
　まず、本発明者らが今回新たに知見した、ワイヤ水素量を安定して６．０ｐｐｍ以下と
する具体的な内容を以下に説明する。ワイヤの全水素量とワイヤ製造時の焼鈍温度との関
係を図２に示す。図２より、焼鈍温度を７００℃以上とすることにより、ワイヤ中の水分
が十分に除去され、ワイヤ全水素量を６．０ｐｐｍ以下とすることが可能となる。なお、
従来技術によるワイヤ焼鈍の場合は、特許文献３にある技術では焼鈍温度の下限が６２０
℃など、本発明の規定している焼鈍温度より低い焼鈍温度を許容しているが、これは、す
でに述べたように、従来技術の適用範囲が、４９０ＭＰａ級のワイヤであるため、６９０
ＭＰａ級以上のフラックス入りワイヤを目的とする本発明とは本質的に異なることからく
る。鋼製外皮の継ぎ目に隙間のあるＣタイプのフラックス入りワイヤでは、ワイヤを焼鈍
すると鋼製外皮の熱変形により隙間が拡大したり、内包するフラックスが酸化したりする
ため、焼鈍は行わないのが通常であり、水分を十分に減ずることは不可能である。一方、
本発明が対象とするフラックス入りワイヤは隙間のないＯタイプであることから、焼鈍処
理を行っても鋼製外皮の継ぎ目が開口することはなく、内包するフラックスは外気との接
触が遮断されているので酸化や窒化などの変質は無い。
【００４３】
　これまでの引張強さ５９０ＭＰａ級鋼用のＯタイプフラックス入りワイヤでも、６５０
℃程度での熱処理を行うことはあったが、その目的は線引き工程で生じるワイヤの硬化を
除去し、また、ワイヤ表面に付着した潤滑剤などの不純物を取り除く目的であり、本発明
が目的とする６９０ＭＰａ級以上の引張り強度を有するフラックス入りワイヤの水素量を
提言することを目的とするものではなく、さらに、ワイヤ全水素量を６．０ｐｐｍに低減
された６９０ＭＰａ級以上の引張り強度を有するフラックス入りワイヤは存在しなかった
。尚、１０００℃を超える高温で焼鈍を行うと、鋼製外皮の軟化が著しくなり、伸線工程
でワイヤが破断する危険性が高くなるため、焼鈍温度の上限は１０００℃とした。
【００４４】
　尚、焼鈍を行う際にはワイヤ直径を１０ｍｍ以下とすることが必須である。この理由は
、１０ｍｍを超える太径のワイヤを焼鈍すると、ワイヤ内の空隙に溜まっている空気量が
多すぎて、フラックスが窒化や酸化してしまい、ワイヤが変質してしまうからである。ま
た、ワイヤ焼鈍による水素低減効果は、ワイヤ内部の水素が焼鈍中に鋼製外皮を透過して
ワイヤ外に逃げていくプロセスであるが、ワイヤが太いということはそれだけ水素の拡散
距離が長いことでもあり、効率よく水素を低減する観点からは好ましくはない。一方、本
発明に規定するように１０ｍｍ以下の直径まで縮径された場合は、管内空隙、及びフラッ
クス中の空気は縮径によって後方（管の送りとは逆方向）に押し出され、オープン管の状
態にある管の開口部から外部へ排出されるため、管内に残存する空気量は無視できる程度
に十分に減少している。尚、ワイヤ直径の下限値は特に規定しないが、２ｍｍ未満では生
産性を阻害するので、２ｍｍ以上のワイヤ直径で焼鈍を実施するのが好ましい。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明の効果を実施例により具体的に説明する。
【００４６】
　鋼帯を鋼製外皮として使用し、Ｕ字型に成形して、この段階でフラックスを充填し、フ
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ラックス充填後にＯ字型に成形して、鋼製外皮の継ぎ目部を溶接する。この後に縮径と焼
鈍を実施して、ワイヤ径が１．２ｍｍφのフラックス入りワイヤを試作した。試作したフ
ラックス入りワイヤの組成および製造条件を表１－１乃至表１－４に示す。なお、表１－
１～４におけるβとはアーク安定剤のことであり、溶接アークを安定させるために添加さ
れているもので、溶接継手の強度や靭性に影響を与えるものではない。本実施例では、ア
ーク安定剤として、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ、ＮａＦ、ＫＦの合計量を表のβの欄に記載してい
る。また、鋼製外皮として用いた鋼は、すべての試作フラックス入りワイヤに対して同じ
ものを用いている。その成分は、質量％で、Ｃ：０．０３％、Ｓｉ：０．２５％、Ｍｎ；
０．４％、Ｐ；０．００３％、Ｓ；０．００２％、で、残部は鉄および不可避不純物であ
る。すなわち、この成分に対して、不足している元素をフラックスに充填することにより
表１－１～４に示すワイヤ成分を持つフラックス入りワイヤを試作した。そのため、例え
ば、表１－１の番号１６の試作ワイヤは、Ｎｉが０．１％含有されたワイヤであるが、こ
の場合のＮｉはすべてフラックスに充填されたＮｉによるものである。但し、本発明にお
いては、Ｎｉなどの合金元素をフラックスのみに含有させる場合に限定されるものではな
い。鋼製外皮にＮｉが含有されている場合でも、ワイヤ全質量に対しての成分範囲が、本
発明の範囲内であればよい。Ｎｉなどの合金元素を鋼製外皮に充填するのか、フラックス
に充填するのかは、ワイヤ製造コストなどの観点から決定されるべきもので、当該者であ
れば容易に判断できるものである。
【００４７】
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【表１－４】

【００５１】
　このワイヤを用いて、２０ｍｍ厚の鋼板を予熱１００℃で溶接した。溶接は、Ａｒ＋２
０％ＣＯ２ガスを用いたガスシ－ルド溶接で行い、ＪＩＳ　Ｚ３１１１（溶着金属の引張
及び衝撃試験方法）に準拠した方法で溶接試験体を作成し、溶接終了後７２時間後に溶接
金属をＸ線で非破壊検査した。また、溶接金属からは、ＪＩＳ　Ｚ３１１１に準拠したＡ
１号引張り試験片と４号シャルピー試験片を採取し、溶接金属の強度と靭性を試験した。
その結果を表２－１乃至表２－３に示す。なお、その評価は、引張強さ６９０ＭＰａ以上
、且つ０℃でのシャルピー衝撃試験で、吸収エネルギーが３０Ｊ以上、且つ溶接欠陥の発
生が認められず、ビード外観良なものを合格とした。また、ワイヤ焼鈍時に変質があった
か否かの判断は、ワイヤ中の窒素を分析し、これがワイヤ全質量に対して０．０１０％以
下であった場合は変質無しとして合格とし、これを超えたものは不合格とした。
【００５２】
　以上の試験結果から、本発明のフラックス入り極低水素溶接用ワイヤ及びその製造方法
により、優れた施工性を維持しつつ、高強度鋼の溶接が可能となるので、本発明の産業的
な意義は非常に多大であると結論づけられる。
【００５３】
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【００５４】
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【表２－２】

【００５５】
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