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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
　Ｃ：0.03～0.09％、
　Si：0.01～0.35％、
　Mn：1.3～2.0％、
　Ｐ：0.012％以下、
　Ｓ：0.0035％以下、
　Al：0.01～0.06％、
　Ni：0.05％以上0.3％未満、
　Mo：0.10％未満（ゼロを含む）、
　Nb：0.005～0.023％、
　Ti：0.005～0.025％、
　Ｂ：0.0003％未満、
　Ｎ：0.002～0.005％、
　Ca：0.0005～0.0050％および
　Ｏ：0.0030％以下
を含有し、下記(1)式で規定されるＣeq：0.320～0.420、Ti/Ｎ：1.5～4.0、並びに、下記
(2)式及び(3)式を満たし、残部がFeおよび不可避的不純物からなる鋼板を母材として、
　Ｃ：0.040～0.090％、
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　Si：0.1～0.8％、
　Mn：1.0～2.5％、
　Al：0.020％以下、
　Ni：0.1～1.0％、
　Mo：0.05～0.50％、
　Ti：0.005～0.050％および
　Ｂ：0.0015％以下
を含有し、残部鉄および不可避的不純物よりなる溶接金属を介して作製してなる、溶接継
手。
　　　　　　　　　　　　　記
　Ｃeq＝［Ｃ］＋[Mn]／６＋([Cu]＋[Ni])／15＋([Cr]＋[Mo]＋［Ｖ］)／５　・・・（１
）
　０＜[[Ca]－(0.18＋130×[Ca])×［Ｏ］]／1.25／［Ｓ］＜１　・・・（２）
　5.5［Ｃ］4/3＋15［Ｐ］＋0.90[Mn]＋0.12[Ni]＋7.9[Nb]1/2＋0.53[Mo]≦3.00・・・（
３）
　　ここで、[  ]は該括弧内の元素の含有量（質量％）
【請求項２】
　前記鋼板は、更に、質量％で、
　Cu：0.7％以下、
　Cr：0.1～1.0％および
　Ｖ：0.005～0.050％
の中から選ばれる１種または２種以上を含有することを特徴とする請求項１に記載の溶接
継手。
【請求項３】
　前記溶接金属は、更に、質量％で、
　Cu：0.01～0.20％、
　Cr：0.01～0.50％、
　Ｖ：0.001～0.080％および
　Nb：0.001～0.040％
の中から選ばれる１種または２種以上を含有することを特徴とする請求項１または２に記
載の溶接継手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海洋構造物や風力発電、船舶、圧力容器、ペンストックなど鋼構造物に供す
る高張力鋼板を母材として用いた溶接継手に関し、特に、降伏応力（ＹＳ）が３５５ＭＰ
ａ以上で多層溶接を施した際の該溶接部の低温靭性に優れる高張力鋼板を母材として、優
れた靭性を有する溶接金属を介して作製される溶接継手に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　船舶や海洋構造物、風力発電設備、圧力容器に用いられる鋼は溶接接合して、所望の形
状の構造物として仕上げられる。そのため、これらの鋼には、構造物の安全性の観点から
母材の強度が高く、靭性に優れていることは勿論、溶接継手部（溶接金属や溶接熱影響部
）の靭性に優れていることが要求される。
【０００３】
　鋼の靭性の評価基準としては、従来、主にシャルピー衝撃試験による吸収エネルギーが
用いられてきたが、近年では、より信頼性を高めるために、き裂開口変位試験（Crack Ti
p Opening Displacement Test、以下CTOD試験とし、この試験での評価結果をCTOD特性ま
たはCTOD値という）が用いられることが多い。この試験は、靭性評価部に疲労予き裂を発
生させた試験片を３点曲げし、破壊直前のき裂の口開き量（塑性変形量）を測定して脆性
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破壊の発生抵抗を評価するものである。
【０００４】
　CTOD試験では、疲労予き裂を用いるので極めて微小な領域が靭性評価部となり、局所脆
化域が存在すると、シャルピー衝撃試験で良好な靭性が得られても、低い靭性を示す場合
がある。
【０００５】
　前記局所脆化域は、板厚が厚い鋼など多層盛溶接により複雑な熱履歴を受ける溶接熱影
響部（以下、ＨＡＺとも称する）で、発生しやすく、ボンド部（溶接金属と母材の境界）
やボンド部が２相域に再加熱される部分（１サイクル目の溶接で粗粒となり、後続の溶接
パスによりフェライトとオーステナイトの２相域に加熱される領域、以下２相域再加熱部
という）が局所脆化域となる。
【０００６】
　前記ボンド部は、融点直下の高温にさらされるため、オーステナイト粒が粗大化し、引
き続く冷却により靭性の低い上部ベイナイト組織に変態しやすいことから、マトリクス自
体の靭性が低い。また、ボンド部では、ウッドマンステッテン組織や島状マルテンサイト
（ＭＡ）などの脆化組織が生成しやすく、靭性はさらに低下する。
【０００７】
　溶接熱影響部（HAZ）の靭性を向上させるため、例えば鋼中にTi/Ｎを微細分散させ、オ
ーステナイト粒の粗大化を抑制したり、フェライト変態核として利用したりする技術が実
用化されている。しかしながら、ボンド部においてはTi/Ｎが溶解する温度域にまで加熱
されることがあり、溶接部の低温靭性要求が厳しいほど、上述の作用効果が発揮されなく
なる。
【０００８】
　一方、特許文献１や特許文献２には、希土類元素（REM）をTiと共に複合添加して鋼中
に微細粒子を分散させることにより、オーステナイトの粒成長を抑制し、溶接部靭性を向
上させる技術が開示されている。
【０００９】
　その他に、Tiの酸化物を分散させる技術や、BNのフェライト核生成能と酸化物分散を組
み合わせる技術、さらにはCaやREMを添加して硫化物の形態を制御することにより、靭性
を高める技術も提案されている。
【００１０】
　しかし、これらの技術は、比較的低強度で合金元素量の少ない鋼材が対象であるところ
、より高強度で合金元素量の多い鋼材の場合はHAZ組織がフェライトを含まない組織とな
るために、適用できない。
【００１１】
　そのため、溶接熱影響部においてフェライトを生成しやすくする技術として、特許文献
３には、主にMnの添加量を２％以上に高める技術が開示されている。しかし、連続鋳造材
ではスラブの中心部にMnが偏析しやすく、母材のみならず溶接熱影響部でも中心偏析部は
硬度を増し破壊の起点となるため、母材およびHAZ靭性の低下を引き起こす。
【００１２】
　一方、２相域再加熱部は、２相域再加熱で、オーステナイトに逆変態した領域に炭素が
濃化して、冷却中に島状マルテンサイトを含む脆弱なベイナイト組織が生成され、靭性が
低下する。そのため、鋼組成を低Ｃ、低Ｓｉ化し島状マルテンサイトの生成を抑制して靭
性を向上し、Ｃｕを添加することにより母材強度を確保する技術が開示されている（例え
ば、特許文献４）。これらは、Ｃｕの析出強化により強度を高める方法であるが、特許文
献４は圧延後の冷却速度を0.1℃/ｓ以下とし、この過程でＣｕ粒子を析出させる方法を取
っているが、製造安定性に課題がある。
【００１３】
　また、特許文献５では、鋼板組成と溶接金属組成の組合せによる、靭性に優れた溶接継
手が提案されている。この技術では、Ｂを鋼板および溶接金属において所定量以上確保す
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ることにより、HAZおよび溶接金属を組織制御して優れた靭性を得ている。しかし、Ｂ添
加は溶接条件によっては、マルテンサイトなどの硬質相の生成を助長させ、逆に靭性を悪
化させる場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特公平０３－０５３３６７号公報
【特許文献２】特開昭６０－１８４６６３号公報
【特許文献３】特許第３６９７２０２号公報
【特許文献４】特許第３０４５８５６号公報
【特許文献５】特許第３７２２０４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　近年、船舶や海洋構造物、風力発電設備、圧力容器、ペンストックなど、鉄鋼構造物に
おいては、その大型化に伴い、鋼材に対しては一層の高強度化が要望されている。これら
鉄鋼構造物に用いられる鋼材は、例えば、板厚が30mm以上の厚肉材が多いので、降伏応力
355MPa級やそれ以上の強度を確保するためには添加する合金元素を多くする鋼成分系が有
利である。しかしながら、前述したように、ボンド部や２相域再加熱部の靭性向上は、合
金元素量の多い高強度鋼材を対象に十分検討されているとは言難い。
【００１６】
　そこで、本発明は、海洋構造物や船舶、風力発電設備、圧力容器、ペンストックなど鉄
鋼構造物に好適に供する降伏応力（ＹＳ）が355MPa以上で、多層溶接部の溶接熱影響部の
低温靭性（CTOD特性）に優れる高張力鋼板を母材とする、CTOD特性に優れる溶接継手を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねたところ、以下の技術思想に基づ
いて具体的な成分設計を行い、本発明を完成するに到った。
ｉ）CTOD特性は鋼板全厚の試験片で評価されるため、成分の濃化する中心偏析部が破壊の
起点となる。従って、溶接熱影響部のCTOD特性を向上するため、鋼板の中心偏析として濃
化しやすい元素を適正量に制御し、中心偏析部の硬化を抑制する。溶鋼が凝固する際に最
終凝固部となるスラブの中心において、Ｃ、Mn、Ｐ、NiおよびNbが他の元素に比べて濃化
度が高いため、これらの元素の添加量を中心偏析部硬さ指標により制御して中心偏析での
硬さを抑制する。
【００１８】
ii）溶接熱影響部の靭性を向上させるため、Ti/Ｎを有効利用して溶接ボンド部近傍でオ
ーステナイト粒の粗大化を抑制する。Ti／Ｎを適正量に制御することにより、鋼中にTi/
Ｎを均一に微細分散できる。
【００１９】
iii）硫化物の形態制御を目的として添加しているCaの化合物（CaＳ）の晶出を溶接熱影
響部の靭性向上に利用する。CaＳは、酸化物に比べて低温で晶出するため、均一に微細分
散することができる。そして、CaＳの添加量および添加時の溶鋼中の溶存酸素量を適正範
囲に制御することによって、CaＳ晶出後でも固溶Ｓが確保されるので、CaＳの表面上にMn
Ｓが析出して複合硫化物を形成する。このMnＳの周囲には、Mnの希薄帯が形成されるので
、フェライト変態がより促進される。
【００２０】
iv）溶接金属の低温靭性を確保するためには、粒界フェライトの生成やウッデマンステッ
テンフェライトの生成を抑制し、微細なアシキュラ－フェライトとすることが望ましい。
このために、粒界に偏析することでフェライトの生成を抑制するＢを溶接金属に添加する
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ことが有利である。しかしながら、溶接条件によっては、粗大な鉄炭硼化物が生成し、逆
に靭性を低下させる場合もあるため、Ｂは適正量とする必要がある。一方、Ｂは、溶接金
属から母材側（HAZ）へ拡散してHAZの焼入れ性を高めることで脆化相であるマルテンサイ
トの生成を助長し、靭性を劣化させる場合もあるため、やはり適正量とする必要がある。
【００２１】
　本発明は、上記した知見に基づき完成したものであって、本発明の要旨構成は、次のと
おりである。
【００２２】
１．　質量％で、
　Ｃ：0.03～0.09％、
　Si：0.01～0.35％、
　Mn：1.3～2.0％、
　Ｐ：0.012％以下、
　Ｓ：0.0035％以下、
　Al：0.01～0.06％、
　Ni：0.05％以上0.3％未満、
　Mo：0.10％未満（ゼロを含む）、
　Nb：0.005～0.023％、
　Ti：0.005～0.025％、
　Ｂ：0.0003％未満、
　Ｎ：0.002～0.005％、
　Ca：0.0005～0.0050％および
　Ｏ：0.0030％以下
を含有し、下記(1)式で規定されるＣeq：0.320～0.420、Ti/Ｎ：1.5～4.0、並びに、下記
(2)式及び(3)式を満たし、残部がFeおよび不可避的不純物からなる鋼板を母材として、
　Ｃ：0.040～0.090％、
　Si：0.1～0.8％、
　Mn：1.0～2.5％、
　Al：0.020％以下、
　Ni：0.1～1.0％、
　Mo：0.05～0.50％、
　Ti：0.005～0.050％および
　Ｂ：0.0015％以下
を含有し、残部鉄および不可避的不純物よりなる溶接金属を介して作製してなる、溶接継
手。
　　　　　　　　　　　　　記
　Ｃeq＝［Ｃ］＋[Mn]／６＋([Cu]＋[Ni])／15＋([Cr]＋[Mo]＋［Ｖ］)／５　・・・（１
）
　０＜[[Ca]－(0.18＋130×[Ca])×［Ｏ］]／1.25／［Ｓ］＜１　・・・（２）
　5.5［Ｃ］4/3＋15［Ｐ］＋0.90[Mn]＋0.12[Ni]＋7.9[Nb]1/2＋0.53[Mo]≦3.00・・・（
３）
　　ここで、[  ]は該括弧内の元素の含有量（質量％）
【００２３】
２．前記鋼板は、更に、質量％で、
　Cu：0.7％以下、
　Cr：0.1～1.0％および
　Ｖ：0.005～0.050％
の中から選ばれる１種または２種以上を含有することを特徴とする前記１に記載の溶接継
手。
【００２５】
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４．前記溶接金属は、更に、質量％で、
　Cu：0.01～0.20％、
　Cr：0.01～0.50％、
　Ｖ：0.001～0.080％および
　Nb：0.001～0.040％
の中から選ばれる１種または２種以上を含有することを特徴とする前記１、２または３に
記載の溶接継手。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、海洋構造物など大型の鋼構造物に用いて好適な降伏応力（ＹＳ）が35
5MPa以上で、多層溶接部のCTOD特性に優れる溶接継手が得られ、産業上極めて有用である
。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明において、鋼板および溶接金属の成分組成を上記の範囲に限定した理由について
、成分毎に詳しく説明する。なお、以下に述べる成分組成に関する「％」表示は特に断ら
ない限り「質量％」を意味する。
　まず、母材となる鋼板の化学組成の限定理由を示す。
【００２８】
Ｃ：0.03～0.09％
　Ｃは、母材となる鋼板の強度を確保するのに必要な元素である。Ｃが0.03％未満では焼
入性が低下し、強度確保のために、Cu、Ni、CrおよびMoなどの焼入性向上元素の多量添加
が必要となり、コスト高を招くことになる。また、0.09％を超える添加は溶接部靭性を低
下させる。従って、Ｃ量は0.03～0.09％の範囲とする。好ましくは、0.040～0.085％であ
る。
【００２９】
Si：0.01～0.35％
　Siは、脱酸材として、また、母材強度を得るために添加する成分である。しかし、0.35
％を超える多量の添加は、溶接性の低下と溶接継手靭性の低下を招くため、Si量は0.01～
0.35％とする必要がある。好ましくは、0.28％以下である。さらに好ましくは、0.03～0.
25％である。
【００３０】
Mn：1.3～2.0％
　Mnは、母材強度および溶接継手強度を確保するため、1.3％以上添加する。しかし、2.0
％を超える添加は、溶接性を低下させ、焼入性が過剰となり、母材靭性および溶接継手靭
性を低下させるため、1.3～2.0％の範囲とする。好ましくは、1.4～1.9％である。さらに
好ましくは、1.4～1.8％である。
【００３１】
Ｐ：0.012％以下
　不純物元素であるＰは、母材靭性および溶接部靭性を低下させる。特に、溶接部におい
て含有量が0.012％を超えるとCTOD特性が著しく低下するため、0.012％以下とする。好ま
しくは、0.009％以下である。
【００３２】
Ｓ：0.0035％以下
　Ｓは、不可避的に混入する不純物で、0.0035％を超えて含有すると母材および溶接部靭
性を低下させるため、0.0035％以下とする。好ましくは、0.0030％以下である。
【００３３】
Al：0.01～0.06％
　Alは、溶鋼を脱酸するために添加される元素であり、0.01％以上含有させる必要がある
。一方、0.06％を超えて添加すると、母材および溶接部靭性を低下させるとともに、溶接
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による希釈によって溶接金属部に混入し、靭性を低下させるため、0.06％以下に制限する
。好ましくは、0.017～0.055％である。なお、本発明においてAl量は、酸可溶性Al（Sol
．Alなどとも称される）で規定するものとする。
【００３４】
Ni：0.05％以上0.3％未満
　Niは、鋼の強度と靭性の向上に有効な元素であり、溶接部CTOD特性の向上にも有効であ
る。そのためには、0.05％以上とする。しかし、Niは高価な元素であることと、また過度
の添加は鋳造時にスラブの表面に疵が発生しやすくなるので、含有する場合は上限を0.3
％未満とする。さらに好ましくは、0.06～0.28％である。
【００３５】
Mo：0.10％未満（ゼロを含む）
　Moは、強度上昇に有効な元素であり、必要に応じて含有させる場合がある。一方で、Mo
は、溶接熱影響部において脆弱なマルテンサイトを生成させることから、含有させる場合
は0.10％未満とする。好ましくは、0.08％未満である。
【００３６】
Nb：0.005～0.023％
　Nbは、オーステナイトの低温域で未再結晶域を形成するのに寄与し、この低温域で圧延
を施すことにより、母材の組織微細化および高靭化を図ることができる。また、焼入れ性
向上、焼戻し時の軟化抵抗にも効果が有り、母材強度の向上に有効な元素でもある。上記
効果を得るためには、0.005％以上で含有する必要がある。しかし、0.023％を超える含有
は、溶接熱影響部に靭性に劣る上部ベイナイトやマルテンサイトの生成を促進させるため
、上限は0.023％とする。好ましくは上限を0.020％とする。さらに好ましくは、0.008～0
.020％である。
【００３７】
　Ti：0.005～0.025％
　Tiは、溶鋼が凝固する際にTi/Ｎとなって析出し、溶接部におけるオーステナイトの粗
大化を抑制し、溶接部の靭性向上に寄与する。しかし、0.005％未満の含有ではその効果
が小さく、一方、0.025％を超えて含有すると、Ti/Ｎが粗大化し、母材や溶接部靭性改善
効果が得られないため、0.005～0.025％とする。好ましくは、0.006～0.020％である。さ
らに好ましくは、0.008～0.016％である。
【００３８】
Ｂ：0.0003％未満
　Ｂは、鋼がオーステナイト域から冷却される際に、オーステナイト粒界に偏析し、フェ
ライト変態を抑制し、マルテンサイトを多量に含むベイナイト組織を生成させる。Ｂの添
加は特に溶接熱影響部の組織を脆化させるため、0.0003％未満に制限する。
【００３９】
Ｎ：0.002～0.005％
　Ｎは、TiやAlと反応して析出物を形成することで、結晶粒を微細化し、母材靭性を向上
させる。また、溶接部の組織の粗大化を抑制するTi/Ｎを形成させるために必要な元素で
ある。これらの作用を発揮するには、Ｎを0.002％以上含有することが必要である。一方
、0.005％を超えて添加すると固溶Ｎが母材や溶接部の靭性を著しく低下させたり、Ti/Ｎ
b複合析出物の生成による固溶Nbの減少に伴う、強度低下を招くことから、上限を0.005％
とする。さらに好ましくは、0.0025～0.0045％である。
【００４０】
Ca：0.0005～0.0050％
　Caは、Ｓを固定することによって靭性を向上する元素である。この効果を得るためには
、少なくとも0.0005％の添加が必要である。しかし、0.0050％を超えて含有してもその効
果は飽和するため、0.0005～0.0050％の範囲で添加する。さらに好ましくは、0.008～0.0
035％である。
【００４１】



(8) JP 5920542 B2 2016.5.18

10

20

30

40

50

Ｏ：0.0030％以下
　Ｏは、0.0030％を超えると母材の靭性が劣化するため、0.0030％以下、好ましくは0.00
25％以下とする。
【００４２】
　さらに、下記（１）式で規定されるＣeq：0.320～0.420、Ti/Ｎ：1.5～4.0、並びに、
下記（２）式及び（３）式を満たすことが肝要である。なお、各式における[  ]は、該括
弧内の元素の含有量（質量％）である。
　　　　　　　　　　　　記
Ｃeq＝［Ｃ］＋[Mn]／６＋([Cu]＋[Ni])／15＋([Cr]＋[Mo]＋［Ｖ］)／５　・・・（１）
０＜[[Ca]－(0.18＋130×[Ca])×［Ｏ］]／1.25／［Ｓ］＜１　・・・（２）
5.5［Ｃ］4/3＋15［Ｐ］＋0.90[Mn]＋0.12[Ni]＋7.9[Nb]1/2＋0.53[Mo]≦3.00・・・（３
）
【００４３】
Ｃeq：0.320～0.420
　前記（１）式で規定されるＣeqが0.320未満では降伏応力355MPa級の強度を得ることが
難しくなる。一方、Ｃeqが0.420を超えると、溶接性や溶接部靭性が低下するため、0.420
以下とする。好ましくは、0.340～0.420である。
【００４４】
Ti/Ｎ：1.5～4.0
　Ti/Ｎが1.5未満では生成するTi/Ｎ量が減少し、Ti/Ｎとならない固溶Ｎが溶接部靭性を
低下させる。また、Ti/Ｎが4.0を超えると、Ti/Ｎが粗大化し、溶接部靭性を低下させる
。従って、Ti/Ｎの範囲は1.5～4.0、好ましくは、1.8～3.5とする。なお、Ti/Ｎは各元素
の含有量（質量％）の比である。
【００４５】
０＜[[Ca]－(0.18＋130×[Ca])×［Ｏ］]／1.25／［Ｓ］＜１
　[[Ca]－(0.18＋130×[Ca])×［Ｏ］]／1.25／［Ｓ］は、硫化物形態制御に有効なCaと
Ｓの原子濃度の比を示す値であり、ACR（Atomic　Concentration  Ratio）とも称される
。この値により硫化物の形態を推定することができ、高温でも溶解しないフェライト変態
生成核CaＳを微細分散させるために規定する必要がある。すなわち、ACRが０以下の場合
は、CaＳが晶出しない。そのため、ＳはMnＳ単独の形態で析出する結果、溶接熱影響部で
のフェライト生成核が得られない。また、単独で析出したMnＳは、圧延時に伸長されて母
材の靭性低下を引き起こすことになる。
【００４６】
　一方、ACRが１以上の場合には、Ｓが完全にCaによって固定され、フェライト生成核と
して働くMnＳがCaＳ上に析出しなくなるため、複合硫化物がフェライト生成核の微細分散
を実現することができなくなって、靭性向上効果が得られない。かように、ACRが０を超
え１未満の場合には、CaＳ上にMnＳが析出して複合硫化物を形成し、これがフェライト生
成核として有効に機能することになる。なお、ACRは、好ましくは0.2から0.8の範囲であ
る。
【００４７】
5.5［Ｃ］4/3＋15［Ｐ］＋0.90[Mn]＋0.12[Ni]＋7.9[Nb]1/2＋0.53[Mo]≦3.00
　5.5［Ｃ］4/3＋15［Ｐ］＋0.90[Mn]＋0.12[Ni]＋7.9[Nb]1/2＋0.53[Mo]は、中心偏析に
濃化しやすい成分で構成される中心偏析部硬さ指標であり、以下の説明ではＣeq*値と称
する。さて、CTOD試験は鋼板全厚を対象とする試験である。従って、同試験に供する試験
片は中心偏析を含み、中心偏析での成分濃化が顕著であると、溶接熱影響部に硬化域が生
成するため良好なCTOD値が得られない。Ｃeq*値を適正範囲に制御することにより、中心
偏析部における過度の硬度上昇を抑制でき、板厚が厚い鋼材の溶接部においても優れたCT
OD特性が得られる。Ｃeq*値の適正範囲は、実験的に求められたものであり、Ｃeq*値が3.
00を超えるとCTOD特性が低下するので3.00以下とする。好ましくは2.90以下である。
【００４８】
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　以上が本発明の基本成分組成であるが、更に特性を向上させることを所期して、Cu：0.
7％以下、Cr：0.1～1.0％およびＶ：0.005～0.050％の中から選ばれる１種または２種以
上を含有することができる。
【００４９】
Cu：0.7％以下
　Cuは、母材の強度を高めるのに有効であり、そのためには0.1％以上で添加することが
好ましい。但し、0.7％を超えての添加は、熱間延性を低下することになるため、0.7％以
下とすることが好ましい。より好ましくは、0.6％以下とする。
【００５０】
Cr：0.1～1.0％
　Crは、母材を高強度化するのに有効な元素であり、この効果を発揮するには0.1％以上
を含有することが好ましい。しかし、過剰に含有すると靭性に悪影響を与えるため、添加
する場合は1.0％以下とすることが好ましい。さらに、0.2～0.8％であることが好ましい
。
【００５１】
Ｖ：0.005～0.050％
　Ｖは、0.005％以上の含有で母材の強度と靭性の向上に有効な元素であるが、含有量が0
.050％を超えると靭性低下を招くため、添加する場合は0.005～0.050％であることが好ま
しい。
【００５２】
　さらに、鋼板の中心偏析部の硬さを、以下のとおりに規定することが、CTOD特性を向上
する上で有利である。
Hvmax／Hvave≦1.35＋0.006／［Ｃ］－ｔ/500
　まず、上式において、Hvmaxは中心偏析部のビッカース硬さの最大値、Hvaveは鋼板の表
裏面から板厚の1/4までと中心偏析部とを除く部分のビッカース硬さの平均値、［Ｃ］は
Ｃ含有量（質量％）、ｔは板厚（mm）を示す。
　すなわち、Hvmax/Hvaveは中心偏析部の硬さを表す無次元パラメータであり、その値が1
.35＋0.006／［Ｃ］－ｔ/500で求まる値より高くなるとCTOD値が低下するため、1.35＋0.
006／［Ｃ］－ｔ/500以下とすることが好ましい。より望ましくは、1.25＋0.006／［Ｃ］
－ｔ・500以下とする。
【００５３】
　ここで、Hvmaxは、鋼板の厚さ方向に、中心偏析部を含む（板厚／40）mmの範囲をビッ
カース硬さ試験機（荷重10kgf）で板厚方向に0.25mm間隔となるように測定し、得られた
測定値の中の最大値とする。また、Hvaveは、鋼板表面から板厚の1/4の位置と同裏面から
板厚の1/4の位置との間における中心偏析部を除く範囲を、ビッカース硬さ試験機の荷重1
0kgfで板厚方向に一定間隔（たとえば１～２mm）にて測定した値の平均値とする。
【００５４】
　次に、溶接金属の化学組成について各成分の限定理由を示す。
Ｃ：0.040～0.090％
　Ｃは、溶接金属の強度を確保するために、0.04％以上添加する必要が有る。一方、0.09
％を超えて添加すると、焼入れ性過多による靭性低下を招く。従って、Ｃ量は0.04～0.09
％とする。好ましくは、0.050～0.085％である。
【００５５】
Si：0.1～0.8％
　Siは、脱酸及び強度確保のために添加されるが、0.1％未満では溶接金属の油流れ性が
低下し、溶接欠陥が発生しやすくなる。また、0.8％を超えると溶接金属の強度が過剰と
なり、割れの発生や靭性が低下する。従って、Si量は0.1～0.8％とする。好ましくは、0.
1～0.6％である。さらに好ましくは、0.1～0.5％である。
【００５６】
Mn：1.0～2.5％
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　Mnは、溶接金属の強度を確保するために1.0％以上の添加が必要である。一方、2.5％を
超えると、焼入れ性が過多となり靭性が低下する。従って、Mn量は1.0～2.5％とする。好
ましくは、1.0～2.0％である。
【００５７】
Al：0.020％以下
　Alは脱酸のために、好ましくは0.004％以上は必要である。一方、0.020％を超えると介
在物が多くなること、Ti酸化物の生成を抑制し溶接金属組織の粗大化を招き靭性を低下さ
せることから、Alは0.020％以下とする。
【００５８】
Ni：0.1～1.0％
　Niは、溶接金属の強度および靭性を確保するために添加が必要であり、0.1％未満では
効果がない。一方、1.0％を超えると湯流れ性を低下させる。従って、0.1～1.0％とする
。好ましくは、0.1～0.8％である。
【００５９】
Mo：0.05～0.50％
　Moは、溶接金属の強度および靭性を確保するために添加が必要であり、0.05％未満では
効果がなく、一方0.50％を超えるとその効果が飽和するため、上限を0.50％とした。好ま
しくは、0.08～0.45％である。
【００６０】
Ti：0.005～0.050％
　Tiは、溶接金属中のＮをTi/Ｎとして固定したり、酸化物を形成してアシキュラーフェ
ライトの生成核として重要な働きをする。0.005％未満ではその効果は十分に得られず、0
.050％を超えると固溶Tiの増加により、靭性を著しく低下させる。従って、Ti量は0.005
～0.050％とする。好ましくは、0.006～0.045％である。
【００６１】
Ｂ：0.0015％以下
　Ｂは、溶接金属の強度上昇に効果があるため、0.0003％以上で添加することが好ましい
。しかし、過剰な添加は粗大な鉄炭硼化物を生成させることから、0.0015％以下とする。
【００６２】
　さらに、溶接入熱によって焼入れ性を調整するための選択元素として、Cu、Cr、Ｖおよ
びNbを必要に応じて単独または複合で添加することができる。
【００６３】
Cu：0.01～0.20％
　Cuは、溶接金属の強度上昇に効果があり、その効果を得るためには0.01％以上で添加す
ることが好ましいが、0.20％を超えると高温割れや靭性が低下するため、0.20％以下とす
ることが好ましい。
【００６４】
Cr：0.01～0.50％
　Crは、溶接金属の強度上昇に効果があり、その効果を得るためには0.01％以上の添加が
好ましい。一方、0.50％を超えると靭性が低下するため、0.50％以下とすることが好まし
い。
【００６５】
Ｖ：0.001～0.080％
　Ｖは、溶接金属の強度上昇に効果があり、その効果を得るためには0.001％以上の添加
が好ましい。一方、0.080％を超えると靭性が低下するため、0.080％以下とすることが好
ましい。
【００６６】
Nb：0.001～0.040％
　Nbは、溶接金属の強度上昇に効果があり、その効果を得るためには0.001％以上の添加
が好ましい。一方、0.040％を超えると靭性が低下するため、0.040％以下とすることが好
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ましい。
【００６７】
　本発明の溶接継手は、以下に示す製造方法に従って製造することが好ましい。
　すなわち、上記した成分組成に調整した溶鋼を転炉、電気炉または真空溶解炉などを用
いた通常の方法で溶製する。次いで、連続鋳造の工程を経てスラブとした後、熱間圧延に
より所望の板厚とし、その後冷却し、または追加で焼戻し処理を施して、厚みが30mm以上
の鋼板とする。
【００６８】
　その際、熱間圧延工程では、スラブ加熱温度および圧下率を規定することが好ましい。
具体的には、スラブ加熱温度を1000～1200℃および総圧下率を50％以上とすることが、母
材に高強度および良好な靭性を付与する観点から好ましい。
【００６９】
　かくして得られた鋼板を母材として、上記した成分組成に調整した溶接金属を用いて、
溶接継手を作製する。その際、鋼板の板厚が40mm以下の場合は、鋼板にＸ形状の開先加工
を行い、両面１層のサブマージアーク溶接を施す。鋼板の板厚40mm超えの場合は、鋼板に
ＸまたはＶ形状の開先加工を行い、多層盛のサブマージアーク溶接を施す。
　すなわち、両面１層のサブマージアーク溶接は、板厚が40mm以下の薄物の場合に限定し
て用いる。また、多層盛のサブマージアーク溶接は、入熱量：80ｋJ／cm以上で行うこと
ができる。ここで、板厚40mm超えにて両面１層溶接を施すと、入熱量が100ｋJ/cmを大き
く超えてしまい、溶接部の特性が維持できない場合がある。これに対して、多層盛溶接で
は、概ね100ｋJ/cmを上限として施工することができる。
【実施例】
【００７０】
　表１に示す成分組成の鋼を溶製した後、厚さが30mm～100mmの厚鋼板を製造した。母材
の評価方法として、引張試験は鋼板の板厚の１／２位置より試験片の長手方向が鋼板の圧
延方向と垂直になるようにＪＩＳ４号試験片を採取し、JIS  Ｚ2241に従って降伏応力（
ＹＳ）および引張強さ（ＴＳ）を測定した。
【００７１】
　また、シャルピー衝撃試験は、鋼板の板厚の１／２位置より試験片の長手方向が鋼板の
圧延方向と垂直になるようにJIS  Ｖノッチ試験片を採取し、－40℃における吸収エネル
ギーｖＥ－40℃を測定した。
　なお、母材特性については、ＹＳ≧355MPa、ＴＳ≧470MPaおよびｖＥ－40℃≧200Ｊの
全てを満たすものを良好と評価した。
【００７２】
　溶接部継手として、サブマージアーク溶接による多層盛溶接継手を作製した。ここで、
溶接は入熱量100ｋＪ/ｃｍで実施した。
　靭性の評価は鋼板の板厚の１／４位置の溶接金属中央および溶接ボンド部をシャルピー
衝撃試験のノッチ位置として、－40℃の温度における吸収エネルギーｖＥ－40℃を測定し
た。
　溶接部特性については、３本の平均がｖＥ－40℃≧150Ｊを満足するものを溶接部継手
靭性が良好と判断した。
　また、溶接金属中央および溶接ボンド部をCTOD試験片のノッチ位置として、－10℃にお
けるCTOD値であるδ－10℃を測定し、試験数量３本のうちCTOD値（δ－10℃）の最小値が
0.50mm以上である場合を、溶接継手のCTOD特性が良好と判断した。
　表２に、溶接金属の化学組成と、溶接継手のシャルピー衝撃試験結果およびCTOD試験結
果とを併記する。
【００７３】
　ここで、母材の成分組成について、鋼No．１～５は発明例であり、鋼６～24は成分組成
のいずれかの成分量または各式の値が本発明範囲外の比較例である。
　表２において継手No．Ａ、Ｂ、Ｄ，Ｅ，Ｈ，Ｉ，ＪおよびＭは、いずれも本発明例で、
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目標を満足する溶接ボンド部のシャルピー衝撃試験結果および溶接ボンド部の三点曲げCT
OD試験結果が得られている。
　一方、継手No．Ｃ、Ｆ、Ｇ、ＫおよびＮ～Ｓは鋼板組成および／または溶接金属組成が
本発明範囲外で母材特性または溶接ボンド部のシャルピー衝撃試験結果および溶接ボンド
部の三点曲げCTOD試験結果が目標を満足しなかった。
【００７４】
　表１および２に示す結果から、本発明に従う鋼板は、母材の降伏応力（ＹＳ）が355MPa
以上で、かつシャルピー吸収エネルギー（ｖＥ-40℃）が200Ｊ以上を有しており、母材の
強度および靭性が共に優れていることと、更に溶接継手の溶接金属およびボンド部につい
ても、vE－40℃が150Ｊ以上で、CTOD値が0.5mm以上であり、溶接熱影響部の靭性にも優れ
ていることが分かる。これに対し、本発明の範囲を外れる比較例では、上記のいずれか一
つ以上の特性が劣った結果しか得られていない。
【００７５】



(13) JP 5920542 B2 2016.5.18

10

20

30

40

【表１】



(14) JP 5920542 B2 2016.5.18

10

20

30

40

【表２】
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