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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板厚３０ｍｍ以上の鋼材を両面から溶接する厚鋼板の溶接方法であって、少なくとも一
方の面の溶接は、多電極サブマージアーク溶接の第１電極の溶接方向前方にガスシールド
アーク溶接の電極を配置して溶接を行い、前記多電極サブマージアーク溶接は、（１）式
を満足する入熱、前記ガスシールドアーク溶接は（２）式を満足する入熱とし、
　前記ガスシールドアーク溶接は、多電極溶接で、第１電極に適用するワイヤ径が１．４
ｍｍ～２．４ｍｍで、電流密度が５００Ａ／ｍｍ２以上であることを特徴とする厚鋼板の
溶接方法。
１８ｔ－３≦ＱＳ≦０．３５ｔ－５．５・・・・（１）
　ここで、ｔ：鋼材の板厚（ｍｍ）、ＱＳ：多電極サブマージアーク溶接の溶接入熱（ｋ
Ｊ／ｍｍ）
ＱＧ≦０．１７ｔ－１．５・・・・（２）
　ここで、ｔ：鋼材の板厚（ｍｍ）、ＱＧ：ガスシールドアーク溶接の溶接入熱（ｋＪ／
ｍｍ）
【請求項２】
　請求項１記載の厚鋼板の溶接方法において、鋼材を両面から溶接する場合、一方がバッ
キング側溶接、他方がファイナル側溶接で、前記バッキング側溶接は多電極サブマージア
ーク溶接のみで溶接し、前記多電極サブマージアーク溶接の第１電極のワイヤ径は３．２
ｍｍ以下で、前記ファイナル側溶接は、多電極サブマージアーク溶接とガスシールドアー
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ク溶接で溶接することを特徴とする厚鋼板の溶接方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、板厚３０ｍｍ以上の厚鋼板の溶接方法に関し、詳しくは、ＵＯＥ鋼管、スパ
イラル鋼管などの大径鋼管の造管溶接に用いて好適なものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大径鋼管の造管溶接（シーム溶接）には２電極以上のサブマージアーク溶接が適用され
ている。パイプ生産能率向上の観点から鋼管の内面側を１パス、外面側を１パスで溶接す
る両面一層盛り溶接が一般的で、高能率な溶接施工がなされている（例えば特許文献１，
２）。
【０００３】
　両面一層溶接では内面溶接金属と外面溶接金属が重なり未溶融部がないように十分な溶
け込み深さを確保するため、１０００Ａ以上の大電流を適用して溶接を行うのが一般的で
、能率と欠陥抑制を重視することで、溶接入熱が過剰となり、溶接部特に溶接熱影響部の
靭性が劣化する問題がある。
【０００４】
　特許文献３には、溶接熱影響部の靭性劣化を防止するため、溶接入熱を低減する方法と
して、高電流密度でのサブマージアーク溶接方法が提案されている。
【０００５】
　特許文献４には、板厚３０ｍｍを超える肉厚の鋼板を溶接する際に溶接入熱を抑制する
ため多パス溶接とすることが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１３８２６６号公報
【特許文献２】特開平１０－１０９１７１号公報
【特許文献３】特開２００６－２７２３７７号公報
【特許文献４】特開平０６－３２８２５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　大径鋼管のシーム溶接において溶接熱影響部の靭性劣化を抑制するためには、溶接入熱
を低減することが効果的であることが知られている。しかしながら特許文献３記載の方法
では一般的に板厚が１５～２０ｍｍの場合、入熱が３～６ｋＪ／ｍｍ程度の従来法と比べ
て低入熱化できるものの、板厚の大きな鋼材を溶接する際には入熱が高くなり、マイナス
４０℃レベルの靭性を求められる場合には溶接熱影響部の靭性を確保することができない
場合があるという問題があった。また、高電流密度溶接は余盛が高くなる問題があり、例
えば製管後にコーティングを施すような場合には切削の工程が必要となり能率が低下する
。
【０００８】
　また、特許文献４記載の方法は上記問題を解決しうるものであるが、多パス溶接である
ため生産能率が低下する問題があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、内外面１層盛溶接で生産能率を損なうことなく、溶接入熱を従来よ
り大きく低減し、溶接熱影響部で優れた靭性を得る厚鋼板の溶接方法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】
【００１０】
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　本発明者らは、３０ｍｍ以上の板厚の鋼材を対象として、内外面１層盛溶接の低入熱化
の方法を種々検討した。その結果、ガスシールドアーク溶接とサブマージアーク溶接とを
複合して使用し、さらにサブマージアーク溶接の入熱を適正な範囲に制御することにより
、溶接入熱を従来より大きく低減し、溶接熱影響部で優れた靭性を得ることができること
を見出した。
【００１１】
　本発明は、上述の知見に基づくものであり、その要旨は以下の通りである。
１．板厚３０ｍｍ以上の鋼材を両面から溶接する厚鋼板の溶接方法であって、少なくとも
一方の面の溶接は、多電極サブマージアーク溶接の第１電極の溶接方向前方にガスシール
ドアーク溶接の電極を配置して溶接を行い、前記多電極サブマージアーク溶接は、（１）
式を満足する入熱、前記ガスシールドアーク溶接は（２）式を満足する入熱とすることを
特徴とする厚鋼板の溶接方法。
【００１２】
　　　　　０．１８ｔ－３≦ＱＳ≦０．３５ｔ－５．５・・・・（１）
　　　　　ここで、ｔ：鋼材の板厚（ｍｍ）、ＱＳ：多電極サブマージアーク溶接の溶
　　　　　接入熱（ｋＪ／ｍｍ）
　　　　　ＱＧ≦０．１７ｔ－１．５・・・・（２）
　　　　　ここで、ｔ：鋼材の板厚（ｍｍ）、ＱＧ：ガスシールドアーク溶接の溶接入
　　　　　熱（ｋＪ／ｍｍ）
２．ガスシールドアーク溶接が多電極溶接で、第１電極に適用するワイヤ径が１．４ｍｍ
以上で、電流密度が５００Ａ／ｍｍ２以上であることを特徴とする１に記載の厚鋼板の溶
接方法。
３．１記載の厚鋼板の溶接方法において、鋼材を両面から溶接する場合、一方がバッキン
グ側溶接、他方がファイナル側溶接で、前記バッキング側溶接は多電極サブマージアーク
溶接のみで溶接し、前記多電極サブマージアーク溶接の第1電極のワイヤ径は３．２ｍｍ
以下で、前記ファイナル側溶接は、多電極サブマージアーク溶接とガスシールドアーク溶
接で溶接することを特徴とする厚鋼板の溶接方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、鋼板を内外面から溶接するにあたり、ガスシールドアーク溶接とサブマージ
アーク溶接とを複合させて使用し、さらにガスシールドアーク溶接ならびにサブマージア
ーク溶接の入熱を適正な範囲に制御するようにしたので、内外面１層盛溶接で生産能率を
損なうことなく、溶接入熱を板厚方向に効果的に分散し、溶接熱影響部で優れた靭性を得
ることが可能で、産業上極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例に用いた開先形状を示す図。
【図２】実施例に用いたシャルピー衝撃試験片の採取位置とノッチ位置を説明する図で、
（ａ）は採取位置：外面側、（ｂ）は採取位置：内外面会合部、（ｃ）は（ｂ）のシャル
ピー衝撃試験片のノッチ位置を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、板厚３０ｍｍ以上の鋼材を対象とし、鋼材を両面から溶接する際、少なくと
も一方の面の溶接は、ガスシールドアーク溶接と多電極サブマージアーク溶接とを組合わ
せたハイブリッド溶接とする。以下の説明で、内面溶接はバッキング側の溶接、外面溶接
はファイナル側の溶接とする。
【００１６】
　多電極サブマージアーク溶接では、会合部における溶け込み不足を回避しようとすると
、入熱量が大きくなるので、溶け込みの深い溶接部が得られるガスシールドアーク溶接の
電極を多電極サブマージアーク溶接の第１電極の溶接線方向前方に配置する。ガスシール
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ドアーク溶接は単電極溶接でも多電極溶接でも良いが、多電極溶接の場合は、各電極が多
電極サブマージアーク溶接の第１電極の溶接線方向前方に一列となるように配置する。
【００１７】
　板厚３０ｍｍ以上の厚鋼板を溶接する場合、ハイブリッド溶接において多電極サブマー
ジアーク溶接は、（１）式を満足する溶接入熱とする。
【００１８】
　　　　　０．１８ｔ－３≦ＱＳ≦０．３５ｔ－５．５・・・・（１）
　　　　　ここで、ｔ：鋼材の板厚（ｍｍ）、ＱＳ：多電極サブマージアーク溶接の溶
　　　　　接入熱（ｋＪ／ｍｍ）
　多電極サブマージアーク溶接の溶接入熱ＱＳが０．３５ｔ－５．５を超える場合、溶接
熱影響部において組織が粗大化し靭性が劣化する。一方、ＱＳが０．１８ｔ－３を下回る
場合、アンダーカットが発生しやすい。
【００１９】
　ガスシールドアーク溶接の溶接入熱ＱＧは、内面溶接と外面溶接との会合部における溶
接熱影響部の靭性劣化を抑制するため小さくすることが有利で、（２）式を満足するよう
に設定することが好ましい。
【００２０】
　　　　　ＱＧ≦０．１７ｔ－１．５・・・・（２）
　　　　　ここで、ｔ：鋼材の板厚（ｍｍ）、ＱＧ：ガスシールドアーク溶接の溶接入
　　　　　熱（ｋＪ／ｍｍ）
　ガスシールドアーク溶接を多電極溶接とすると、単電極溶接の場合と比較して溶接速度
を速くなり、製造能率を向上させて好ましい。
【００２１】
　なお、（１）式、（２）式で規定する溶接入熱は、両溶接法が多電極溶接の場合は、そ
れぞれの溶接法における各電極での溶接入熱の総和とする。
【００２２】
　外面溶接を上記ハイブリッド溶接とし、内面溶接を多電極サブマージアーク溶接とし、
その第１電極のワイヤ径を３．２ｍｍ以下とすることで、内面溶接の入熱を低減すること
ができ、内面溶接の溶接熱影響部において優れた靭性が得られる。
【００２３】
　本発明の実施において、多電極サブマージアーク溶接の第１電極とガスシールドアーク
溶接の電極間距離、ガスシールドアーク溶接のシールドガス組成、シールドガス流量、両
溶接法の溶接ワイヤ径などは良好な溶接ビード外観が得られるように適宜設定する。
【００２４】
　但し、入熱を板厚方向に分散させるためにはガスシールドアーク溶接において深い溶け
込みを得ることが必要で、高電流・高電流密度溶接が必要となる。深い溶け込みを得るに
は電流値をワイヤの断面積で除した電流密度が５００Ａ／ｍｍ２以上である必要があり、
実用的にはワイヤ径が１．４ｍｍ以上なければ高電流での溶接ができない。好適な範囲は
１．４ｍｍから２．４ｍｍの範囲である。
【００２５】
　本発明をＵＯＥ鋼管に適用して鋼管のシーム部の開先を両面から溶接する場合、一方の
面は鋼管内面側のバッキング側溶接、他方が鋼管外面側のファイナル側溶接となり、まず
、バッキング側溶接を第1電極のワイヤ径を好ましくは３．２ｍｍ以下、より好ましくは
１．２ｍｍ～２．４ｍｍとする多電極サブマージアーク溶接のみで溶接し、その後、ファ
イナル側溶接を、多電極サブマージアーク溶接とガスシールドアーク溶接の上記ハイブリ
ッド溶接で溶接する。
【実施例】
【００２６】
　表１に示す化学組成の板厚３０．２ｍｍ、３３．０ｍｍ、３８．１ｍｍの鋼板に、表２
および図１に示す開先を加工し、表３に示す溶接条件で内面溶接（バッキング側の溶接）



(5) JP 5521632 B2 2014.6.18

10

20

30

40

を実施した後、表４および表５に示す溶接条件で外面溶接（ファイナル側の溶接）を実施
した。作製した継手について、ビード外観の調査を実施した。
【００２７】
　さらに、溶接熱影響部から採取した試料を用いてＪＩＳ　Ｚ　２２４２の金属材料衝撃
試験方法に準拠してシャルピー衝撃試験を行い、溶接熱影響部の靭性を評価した。シャル
ピー衝撃試験片（ＪＩＳ　Ｚ　３１１１に規定する４号試験片）の採取は、試験片のノッ
チの方向と板厚方向が平行となるように採取し、図２（ａ）に示すように、外面Ｆｕｓｉ
ｏｎ　Ｌｉｎｅ（以下、ＦＬと表記）シャルピー試験片は外面溶接側の鋼板表面下７ｍｍ
の位置がシャルピー試験片中央となるよう採取し、図２（ｂ）に示すようにルート部ＦＬ
　シャルピー試験片は内面溶接と外面溶接の会合部がシャルピー試験片中央となるよう採
取した。図２（ｃ）はルート部ＦＬシャルピー試験片のノッチ位置詳細を示す。
シャルピー試験は－３０℃で３本実施し、シャルピー吸収エネルギーの平均値を求めた。
なお、シャルピー試験片のノッチ底における溶接金属と母材（溶接熱影響部）の比率が５
０％－５０％になるように試験片を加工した。
【００２８】
　結果を表６に示す。記号１～１０は（１）式および（２）式を満たす本発明例であり、
ルート部ＦＬシャルピー試験および外面ＦＬシャルピー試験において高い吸収エネルギー
が得られた。
【００２９】
　記号１～５についてはガスシールドアーク溶接が２電極以上の多電極溶接であり、第１
電極に適用するワイヤ径が１．４ｍｍ以上で、電流密度が５００Ａ／ｍｍ２以上であり、
表６に示すように外面溶接速度ＶＯＷを内面溶接速度ＶＩＷに対して大きく低下させずに
板厚の６０％以上の深い溶込みが得られた。
【００３０】
　一方、記号６～８はガスシールドアーク溶接を１電極としており、外面溶接速度を内面
溶接速度より３０％以上低下させて深い溶込みを得た実施例である。また、記号９はガス
シールドアーク溶接の第１電極のワイヤ径が１．２ｍｍのため高電流での溶接ができず、
記号１～５に比べ溶込みが小さい実施例である。
【００３１】
　記号１０はガスシールドアーク溶接の第１電極の電流密度が５００Ａ／ｍｍ２未満であ
り、記号１～５に比べ溶込みが小さい実施例である。
【００３２】
　記号１１～１３は（２）式を満たさず、ガスシールドアーク溶接の入熱が過大でルート
部ＦＬシャルピー試験において高い吸収エネルギーを得られなかった比較例である。また
、記号１４、１５、１７は外面サブマージアーク溶接の入熱が過小で（１）式を満たさず
、アンダーカットが生じた。
【００３３】
　さらに記号１６、１８は外面サブマージアーク溶接の入熱が過大で（１）式を満たさず
、外面ＦＬシャルピー試験において高い吸収エネルギーを得られなかった。
【００３４】
 記号１９～２１は（１）式および（２）式を満たし、さらに内面溶接を多電極サブマー
ジアーク溶接としてその第１電極のワイヤ径を３．２ｍｍ以下とした本発明例であり、ル
ート部ＦＬシャルピー試験、外面ＦＬシャルピー試験および内面ＦＬシャルピー試験にお
いて高い吸収エネルギーが得られた。 記号１９～２１は内面サブマージアーク溶接の第
１電極にワイヤ径３．２ｍｍ以下のワイヤを用いたので内面溶接速度が速くなっている。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
【表２】

【００３７】
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【表３】

【００３８】
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【表４】

【００３９】
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【表５】

【００４０】
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【表６】

【符号の説明】



(11) JP 5521632 B2 2014.6.18

【００４１】
　１　鋼板母材
　２　外面Ｆｕｓｉｏｎ　Ｌｉｎｅシャルピー試験片
　３　シャルピー試験片ノッチ
　４　溶接金属
　５　Ｆｕｓｉｏｎ　Ｌｉｎｅ
　６　ルート部Ｆｕｓｉｏｎ　Ｌｉｎｅシャルピー試験片

【図１】 【図２】



(12) JP 5521632 B2 2014.6.18

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)           Ｃ２２Ｃ  38/00    ３０１Ｂ          　　　　　
   Ｃ２２Ｃ  38/58     (2006.01)           Ｃ２２Ｃ  38/58    　　　　          　　　　　

(72)発明者  片岡　時彦
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内
(72)発明者  大井　健次
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内

    審査官  松本　公一

(56)参考文献  特開昭５４－０１０２６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５７－１９９５７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－０３６９７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０５０２３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０２３５５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－３２８２５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１０９１７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１３８２６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２７２３７７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２３Ｋ　　　９／００－　　　９／３２　　　　
              Ｂ２３Ｋ　　１０／００－　　１０／０２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

