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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｃ：０．０７～０．２５ｍａｓｓ％、Ｓｉ：０．０５～０．５０ｍａｓｓ％、Ｍｎ：０．
５～２．０ｍａｓｓ％、Ｐ：０．０２５ｍａｓｓ％以下、Ｓ：０．０１ｍａｓｓ％以下、
Ａｌ：０．００５～０．１０ｍａｓｓ％、Ｗ：０．０１～１．０ｍａｓｓ％、Ｃｒ：０．
０１ｍａｓｓ％以上０．２０ｍａｓｓ％未満、Ｎ：０．００１～０．００８ｍａｓｓ％を
含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる船舶用耐食鋼材。
【請求項２】
上記成分組成に加えて、Ｓｂ：０．００１～０．３ｍａｓｓ％およびＳｎ：０．００１～
０．３ｍａｓｓ％のうちから選ばれる１種または２種を含有することを特徴とする請求項
１に記載の船舶用耐食鋼材。
【請求項３】
上記成分組成に加えてさらに、Ｎｉ：０．００５～０．２５ｍａｓｓ％、Ｍｏ：０．０１
～０．５ｍａｓｓ％およびＣｏ：０．０１～１．０ｍａｓｓ％のうちから選ばれる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に記載の船舶用耐食鋼材。
【請求項４】
上記成分組成に加えてさらに、Ｎｂ：０．００１～０．１ｍａｓｓ％、Ｔｉ：０．００１
～０．１ｍａｓｓ％、Ｚｒ：０．００１～０．１ｍａｓｓ％およびＶ：０．００２～０．
２ｍａｓｓ％のうちから選ばれる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
１～３のいずれか１項に記載の船舶用耐食鋼材。
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【請求項５】
上記成分組成に加えてさらに、Ｂ：０．０００２～０．００３ｍａｓｓ％を含有すること
を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の船舶用耐食鋼材。
【請求項６】
上記成分組成に加えてさらに、Ｃa：０．０００２～０．０１ｍａｓｓ％、ＲＥＭ：０．
０００２～０．０１５ｍａｓｓ％およびＹ：０．０００１～０．１ｍａｓｓ％のうちから
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１～５のいずれか１項に
記載の船舶用耐食鋼材。
【請求項７】
上記鋼材の表面に、エポキシ系塗膜を形成してなることを特徴とする請求項１～６のいず
れか１項に記載の船舶用耐食鋼材。
【請求項８】
上記鋼材の表面に、ジンクプライマー塗膜を形成してなることを特徴とする請求項１～６
のいずれか１項に記載の船舶用耐食鋼材。
【請求項９】
上記鋼材の表面に、ジンクプライマー塗膜とエポキシ系塗膜とを形成してなることを特徴
とする請求項１～６のいずれか１項に記載の船舶用耐食鋼材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、石炭船や鉱石船、鉱炭兼用船、原油タンカー、ＬＰＧ船、ＬＮＧ船、ケミカ
ルタンカー、コンテナ船、ばら積み船、木材専用船、チップ専用船、冷凍運搬船、自動車
専用船、重量物船、ＲＯＲＯ船、石灰石専用船、セメント専用船等の船舶に用いられる耐
食鋼材に関し、特に、海水による厳しい腐食環境下にあるバラストタンク等に用いられる
船舶用耐食鋼材に関するものである。なお、本発明でいう船舶用耐食鋼材とは、厚鋼板、
薄鋼板、形鋼や棒鋼を含むものである。
【背景技術】
【０００２】
　船舶のバラストタンクは、積荷がない時に、海水を注入して船舶の安定航行を可能にす
る役目を担うものであるため、非常に厳しい腐食環境下におかれている。そのため、バラ
ストタンクに用いられる鋼材の防食には、通常、エポキシ系塗料による防食塗膜の形成と
電気防食とが併用されている。
【０００３】
　しかし、それらの防食対策を講じても、バラストタンクの腐食環境は依然として厳しい
状態にある。すなわち、バラストタンクに海水を注入した時には、海水に完全に浸されて
いる部分は、電気防食が機能している場合、腐食の進行を抑えることができる。しかし、
バラストタンクの最上部付近、特に上甲板の裏側は、海水に漬からず、海水の飛沫を浴び
る状態におかれている。そのため、このような部位では、電気防食が機能しない。さらに
、この部位は、太陽光によって鋼板の温度が上昇するため、より厳しい腐食環境となり、
激しい腐食を受ける。また、バラストタンクに海水が注入されていない場合、電気防食が
全く働かず、残留付着塩分の作用によって、激しい腐食を受ける。
【０００４】
　このような激しい腐食環境下にあるバラストタンクの防食塗膜の寿命は、一般に約１０
年といわれており、船舶の寿命（２０年）の半分である。従って、残りの１０年は、補修
塗装を行うことよって、耐食性を維持しているのが実情である。しかし、バラストタンク
は、上記のように厳しい腐食環境にあるため、補修塗装を行ってもその効果を長時間持続
させることが難しい。また、補修塗装は、狭い空間での作業となるため、作業環境として
は好ましいものではない。そこで、補修塗装までの期間をできる限り延長し、補修塗装作
業をできるだけ軽減できる耐食性に優れた鋼材の開発が望まれている。
【０００５】
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　そこで、バラストタンク等の厳しい腐食環境にある部位に用いられる鋼材自体の耐食性
を向上する技術が、幾つか提案されている。たとえば、特許文献１には、Ｃ：０．２０ｍ
ａｓｓ％以下の鋼に、耐食性改善元素として、Ｃｕ：０．０５～０．５０ｍａｓｓ％、Ｗ
：０．０１～０．０５ｍａｓｓ％未満を添加し、さらにＧｅ，Ｓｎ，Ｐｂ，Ａｓ，Ｓｂ，
Ｂｉ，Ｔｅ，Ｂｅのうちの１種または２種以上を０．０１～０．２ｍａｓｓ％添加した耐
食性低合金鋼が開示されている。また、特許文献２には、Ｃ：０．２０ｍａｓｓ％以下の
鋼材に、耐食性改善元素として、Ｃｕ：０．０５～０．５０ｍａｓｓ％、Ｗ：０．０５～
０．５ｍａｓｓ％を添加し、さらに、Ｇｅ，Ｓｎ，Ｐｂ，Ａｓ，Ｓｂ，Ｂｉ，Ｔｅ，Ｂｅ
のうちの１種もしくは２種以上を０．０１～０．２ｍａｓｓ％添加した耐食性低合金鋼が
開示されている。また、特許文献３には、Ｃ：０．１５ｍａｓｓ％以下の鋼に、Ｃｕ：０
．０５～０．１５ｍａｓｓ％未満、Ｗ：０．０５～０．５ｍａｓｓ％を添加した耐食性低
合金鋼が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献４には、Ｃ：０．１５ｍａｓｓ％以下の鋼に、耐食性改善元素として、
Ｐ：０．０３～０．１０ｍａｓｓ％、Ｃｕ：０．１～１．０ｍａｓｓ％、Ｎｉ：０．１～
１．０ｍａｓｓ％を添加した低合金耐食鋼材に、タールエポキシ塗料、ピュアエポキシ塗
料、無溶剤型エポキシ塗料、ウレタン塗料等の防食塗料を塗布し、樹脂被覆したバラスト
タンクが開示されている。この技術は、鋼材自身の耐食性向上により防食塗装の寿命を延
長し、船舶の使用期間である２０～３０年に亘ってメンテナンスフリー化を実現しようと
するものである。
【０００７】
　また、特許文献５には、Ｃ：０．１５ｍａｓｓ％以下の鋼に、耐食性改善元素として、
Ｃｒ：０．２～５ｍａｓｓ％を添加して耐食性を向上し、船舶のメンテナンスフリー化を
実現しようとする提案がなされている。さらに、特許文献６には、Ｃ：０．１５ｍａｓｓ
％以下の鋼に、耐食性改善元素として、Ｃｒ：０．２～５ｍａｓｓ％を添加した鋼材を構
成材料として使用すると共に、バラストタンク内部の酸素ガス濃度を大気中の値に対して
０．５以下の比率とすることを特徴とするバラストタンクの防食方法が提案されている。
【０００８】
　また、特許文献７には、Ｃ：０．１ｍａｓｓ％以下の鋼に、Ｃｒ：０．５～３．５ｍａ
ｓｓ％を添加することで耐食性を向上し、船舶のメンテナンスフリー化を実現しようとす
る提案がなされている。さらに、特許文献８には、Ｃ：０．００１～０．０２５ｍａｓｓ
％の鋼に、Ｎｉ：０．１～４．０ｍａｓｓ％を添加することで、耐塗膜損傷性を向上し、
補修塗装などの保守費用を軽減する船舶用鋼材が開示されている。
【０００９】
　また、特許文献９には、Ｃ：０．０１～０．２５ｍａｓｓ％の鋼に、Ｃｕ：０．０１～
２．００ｍａｓｓ％、Ｍｇ：０．０００２～０．０１５０ｍａｓｓ％を添加することで、
船舶外板、バラストタンク、カーゴオイルタンク、鉱炭石カーゴホールド等の使用環境に
おいて耐食性を有する船舶用鋼が開示されている。さらに、特許文献１０には、Ｃ：０．
００１～０．２ｍａｓｓ％の鋼において、Ｍｏ，ＷとＣｕとを複合添加し、不純物である
Ｐ，Ｓの添加量を限定することにより、原油油槽で生じる全面腐食、局部腐食を抑制した
鋼が開示されている。
【００１０】
　しかしながら、上記の特許文献１～３には、バラストタンク等を構成する鋼材に対して
一般的に塗布されているジンクプライマーやエポキシ塗料等の塗膜存在下での耐食性につ
いては十分な検討がなされておらず、従って、上記のような塗膜存在下での耐食性向上に
ついては、さらなる検討の必要がある。
【００１１】
　また、特許文献４の鋼材は、下地金属の耐食性を向上させるために、Ｐを０．０３～０
．１０ｍａｓｓ％と比較的多量に添加しており、溶接性および溶接部靭性の面からは問題
がある。また、特許文献５および特許文献６の鋼材は、Ｃｒを０．２～５ｍａｓｓ％また
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、特許文献７の鋼材は、Ｃｒを０．５～３．５ｍａｓｓ％と比較的多く含有しており、い
ずれも溶接性および溶接部靭性に問題がある他、製造コストが高くなるという問題がある
。また、特許文献８の鋼材は、Ｃ含有量が比較的低く、Ｎｉ含有量が比較的高いため、製
造コストが高くなるという問題がある。
【００１２】
　また、特許文献９の鋼材は、Ｍｇの添加を必須としているが、製鋼歩留りが安定しない
ため、鋼材の機械的特性が安定しないという問題がある。さらに、特許文献１０の鋼材は
、原油油槽内というＨ２Ｓが存在する環境下で使用される耐食鋼であり、Ｈ２Ｓが存在し
ないバラストタンクでの耐食性は不明である。さらに、バラストタンク用鋼材に一般的に
使用されているジンクプライマーが塗布された状態での耐食性については検討がなされて
いないため、バラストタンクに適用するには、さらなる耐食性の検討が必要である
【特許文献１】特開昭４８－０５０９２１号公報
【特許文献２】特開昭４８－０５０９２２号公報
【特許文献３】特開昭４８－０５０９２４号公報
【特許文献４】特開平０７－０３４１９７号公報
【特許文献５】特開平０７－０３４１９６号公報
【特許文献６】特開平０７－０３４２７０号公報
【特許文献７】特開平０７－３１０１４１号公報
【特許文献８】特開平２００２－２６６０５２号公報
【特許文献９】特開平２０００－０１７３８１号公報
【特許文献１０】特開平２００４－２０４３４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　一般に、船舶は、厚鋼板や薄鋼板、形鋼、棒鋼等の鋼材を溶接して建造されており、そ
の鋼材の表面には防食塗装が施されて使用される。上記防食塗装は、一次防錆として、ジ
ンクプライマーを塗付し、小組み後あるいは大組み後に、二次塗装（本塗装）として、エ
ポキシ系の塗装が施されるのが普通である。したがって、船舶の鋼材表面の大部分は、ジ
ンクプライマーとエポキシ塗装の２層構造となっている。しかしながら、溶接部は、溶接
熱によりジンクプライマーが焼失するため、溶接後から本塗装までの間の防錆のために、
タッチアップとしてジンクプライマーを再塗装する。ただし、本塗装までの期間が短い場
合には、ジンクプライマーの再塗装を行わないこともある。そして、船舶は、建造後、就
航するが、長年使用した船舶では、上記塗膜が劣化して塗膜としての機能を十分に果たし
ていない部分や、塗膜が剥げて鋼板が裸状態になっている部分が存在する。
【００１４】
　つまり、結果として、就航している船舶の鋼材表面には、ジンクプライマーとエポキシ
塗装がされている２層構造の部分と、エポキシ塗装のみの部分と、裸状態の部分の３つの
状態が存在することになる。そして、船舶の耐食性を向上させるためには、いずれの状態
においても優れた耐食性を示す鋼材が必要とされる。
【００１５】
　そこで、本発明の目的は、船舶のバラストタンク等の厳しい腐食環境下においても、鋼
材の表面状態に左右されることなく優れた耐食性を発揮して、補修塗装までの期間の延長
が可能となり、ひいては補修塗装の作業軽減を図ることができる船舶用耐食鋼材を安価に
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　発明者らは、海水による厳しい腐食環境下でも鋼材の表面状態に左右されることなく優
れた耐食性を示す鋼材の開発に向けて鋭意研究を重ねた。その結果、ＷとＣｒを必須元素
とし、これにさらに、Ｓｂ，Ｓｎ等の耐食性向上元素を適正範囲で含有させることにより
、ジンクプライマーとエポキシ塗装の２層構造、エポキシ塗装のみおよび裸状態のいずれ



(5) JP 4525687 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

の状態においても、優れた耐食性を示す鋼材が得られることを見出し、本発明を完成させ
た。
【００１７】
　すなわち、本発明は、Ｃ：０．０７～０．２５ｍａｓｓ％、Ｓｉ：０．０５～０．５０
ｍａｓｓ％、Ｍｎ：０．５～２．０ｍａｓｓ％、Ｐ：０．０２５ｍａｓｓ％以下、Ｓ：０
．０１ｍａｓｓ％以下、Ａｌ：０．００５～０．１０ｍａｓｓ％、Ｗ：０．０１～１．０
ｍａｓｓ％、Ｃｒ：０．０１ｍａｓｓ％以上０．２０ｍａｓｓ％未満、Ｎ：０．００１～
０．００８ｍａｓｓ％を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる船舶用耐食鋼
材である。
【００１８】
　本発明の鋼材は、上記成分組成に加えてさらに、下記ＡおよびＢ群のうちの少なくとも
１群の成分を含有することを特徴とする。
　Ａ群；Ｓｂ：０．００１～０．３ｍａｓｓ％およびＳｎ：０．００１～０．３ｍａｓｓ
％のうちから選ばれる１種または２種
　Ｂ群；Ｎｉ：０．００５～０．２５ｍａｓｓ％、Ｍｏ：０．０１～０．５ｍａｓｓ％お
よびＣｏ：０．０１～１．０ｍａｓｓ％のうちから選ばれる１種または２種以上
【００１９】
　また、本発明の鋼材は、上記成分組成に加えてさらに、下記Ｃ～Ｅ群のうちの少なくと
も１群の成分を含有することを特徴とする。
　Ｃ群；Ｎｂ：０．００１～０．１ｍａｓｓ％、Ｔｉ：０．００１～０．１ｍａｓｓ％、
Ｚｒ：０．００１～０．１ｍａｓｓ％およびＶ：０．００２～０．２ｍａｓｓ％のうちか
ら選ばれる１種または２種以上
　Ｄ群；Ｂ：０．０００２～０．００３ｍａｓｓ％
　Ｅ群；Ｃa：０．０００２～０．０１ｍａｓｓ％、ＲＥＭ：０．０００２～０．０１５
ｍａｓｓ％およびＹ：０．０００１～０．１ｍａｓｓ％のうちから選ばれる１種または２
種以上
【００２０】
　また、本発明の鋼材は、上記鋼材の表面にエポキシ系塗膜、または、ジンクプライマー
塗膜、または、ジンクプライマー塗膜とエポキシ系塗膜とを形成してなることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、海水による厳しい腐食環境下でも優れた耐食性を示す鋼材を提供する
ことができるので、船舶の補修塗装までの期間の延長および補修塗装の作業軽減に大きく
寄与することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　発明者らは、就航している船舶の鋼材の表面に存在する３つの部分、即ち、ジンクプラ
イマーとエポキシ塗装の２層構造の部分と、エポキシ塗装のみの部分と、裸状態の部分の
いずれにおいても、優れた耐食性を有する鋼材を開発するために下記の実験を行った。
【００２３】
　種々の合金元素を添加した鋼を溶製し、熱間圧延して板厚が５ｍｍの熱延板とし、それ
らの熱延板から５ｍｍｔ×１００ｍｍＷ×２００ｍｍＬおよび５ｍｍｔ×５０ｍｍＷ×１
５０ｍｍＬの試験片を採取し、その後、その試験片の表面にショットブラストして、表面
のスケールや油分を除去したのち、下記の３種類の表面処理を施した暴露試験片を作製し
た。
　条件Ａ：試験片表面に、ジンクプライマー（約１５μｍ）とタールエポキシ樹脂塗料（
約１００μｍ）の２層被膜を形成
　条件Ｂ：試験片表面に、タールエポキシ樹脂塗料（約１００μｍ）の単層被膜を形成
　条件Ｃ：試験片表面にショットブラストしたままの裸状態（防食被膜なし）
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【００２４】
　その後、これらの試験片を、実船のバラストタンクの上甲板裏に相当する腐食環境を模
擬した、３５℃，５％ＮａＣｌ溶液噴霧、２ｈｒ→６０℃，ＲＨ２５％，４ｈｒ→５０℃
，ＲＨ９５％，２ｈｒを１サイクルとする試験を１３２サイクル行う条件を基本とする塩
水噴霧乾湿繰返し腐食試験に供して、耐食性を評価した。耐食性は、塗膜を有する条件Ａ
およびＢの試験片については、試験前に、塗膜の上からカッターナイフで地鉄表面まで達
する８０ｍｍ長さのスクラッチ疵を一文字状に付与しておき、試験後に、スクラッチ疵の
周囲に発生した塗膜膨れ面積を測定することで、また、塗膜を有しない条件Ｃの試験片に
ついては、試験後、脱錆し、その脱錆した試験片重量と試験前重量の変化量（減少量）か
ら平均板厚減少量を算出し、評価した。
【００２５】
　上記腐食試験の結果を総合し、各合金元素の耐食性に及ぼす効果を纏めたのが表１であ
る。この結果を簡単に述べると、
１）条件Ａ（ジンクプライマーとタールエポキシの２層塗膜）の場合；耐食性の向上に最
も有効な元素はＣｒであり、次いでＷ、次いでＳｂである。
２）条件Ｂ（タールエポキシ塗膜のみ）の場合；耐食性の向上に最も有効な元素はＷであ
り、次いでＳｂ，Ｓｎである。
３）条件Ｃ（裸状態）の場合；耐食性の向上に最も有効な元素はＷであり、次いでＳｂ，
Ｓｎである。
４）ＷとＣｒが複合含有すると、条件Ａでの耐食性が単独含有の場合より向上し、Ｓｂ，
Ｓｎが追加含有すると、条件Ａ，Ｂ，Ｃで顕著な効果を奏する。
５）Ｍｏは、条件Ａ，Ｂ，Ｃで耐食性がやや向上し、Ｎｉ，Ｃｏは、条件Ａ，Ｃで耐食性
がやや向上する。
【００２６】
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【表１】

【００２７】
　上記の試験結果を基にして、本発明では、耐食性を向上する基本元素としてＷとＣｒと
を複合含有する成分系を採用し、さらに、耐食性が要求される場合には、Ｓｂ，Ｓｎから
選ばれる１種または２種を追加して含有する成分設計を採用することとした。また、さら
に優れた耐食性を要求される場合には、Ｎｉ，Ｍｏ，Ｃｏから選ばれる１種または２種以
上を含有することとした。
【００２８】
　次に、本発明の船舶用耐食鋼材が有すべき成分組成について具体的に説明する。
Ｃ：０．０７～０．２５ｍａｓｓ％
　Ｃは、鋼材強度を上昇させるのに有効な元素であり、本発明では所望の強度を得るため
に０．０７ｍａｓｓ％以上の含有を必要とする。一方、０．２５ｍａｓｓ％を超える含有
は、ＨＡＺ（溶接熱影響部）の靭性を低下させる。よって、Ｃは０．０７～０．２５ｍａ
ｓｓ％の範囲とする。なお、強度と靭性を圧延において無理なく両立させる観点からは、
０．０７～０．２０ｍａｓｓ％の範囲が好ましい。
【００２９】
Ｓｉ：０．０５～０．５０ｍａｓｓ％
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　Ｓｉは、脱酸剤として、また、鋼材の強度を高めるために添加される元素であり、本発
明では、０．０５ｍａｓｓ％以上含有させる。しかし、０．５０ｍａｓｓ％を超える添加
は、鋼の靭性を劣化させるので、Ｓｉの上限は０．５０ｍａｓｓ％とする。
【００３０】
Ｍｎ：０．５～２．０ｍａｓｓ％
　Ｍｎは、熱間脆性を防止し、鋼材の強度を高める効果がある元素であり、０．５ｍａｓ
ｓ％以上添加する。しかし、２．０ｍａｓｓ％を超えるＭｎの添加は、鋼の靭性および溶
接性を低下させるため、２．０ｍａｓｓ％以下とする。好ましくは、０．５～１．６ｍａ
ｓｓ％の範囲である。
【００３１】
Ｐ：０．０２５ｍａｓｓ％以下
　Ｐは、鋼の母材靭性、さらに溶接性および溶接部靭性を劣化させる有害な元素であり、
できるだけ低減するのが好ましい。特に、Ｐの含有量が０．０２５ｍａｓｓ％を超えると
、母材靭性および溶接部靭性の低下が大きくなる。よって、Ｐは０．０２５ｍａｓｓ％以
下とする。好ましくは、０．０１４ｍａｓｓ％以下である。
【００３２】
Ｓ：０．０１ｍａｓｓ％以下
　Ｓは、鋼の靭性および溶接性を劣化させる有害な元素であるので、できるだけ低減する
ことが好ましく、本発明では、０．０１ｍａｓｓ％以下とする。
【００３３】
Ａｌ：０．００５～０．１０ｍａｓｓ％
　Ａｌは、脱酸剤として添加する元素であり、０．００５ｍａｓｓ％以上添加する。しか
し、０．１０ｍａｓｓ％を超えて含有すると、地鉄の腐食により溶出したＡｌ３＋により
、地鉄表面のｐＨが低下し、耐食性が劣化するので、上限を０．１０ｍａｓｓ％とする。
【００３４】
Ｗ：０．０１～１．０ｍａｓｓ％
　Ｗは、上述したように、ジンクプライマー＋エポキシ塗膜の存在下で耐食性を向上し、
エポキシ塗膜存在下で耐食性を顕著に向上する。また、裸の状態でも耐食性を顕著に向上
する。したがって、本発明の鋼材においては、最も重要な耐食性向上元素の１つである。
上記効果は、Ｗ：０．０１ｍａｓｓ％以上の含有で発現する。しかし、１．０ｍａｓｓ％
超えると、その効果が飽和する。よって、Ｗの含有量は０．０１～１．０ｍａｓｓ％の範
囲とする。
【００３５】
　Ｗが、上記の耐食性向上効果を有する理由は、鋼板が腐食するのに伴って、生成する錆
の中にＷＯ４

２－が生成し、このＷＯ４
２－の存在によって、塩化物イオンが鋼板表面に

侵入するのが抑制され、さらに、鋼板表面のアノード部などのｐＨが下がった部位で、難
溶性のＦｅＷＯ４が生成し、このＦｅＷＯ４の存在によっても、塩化物イオンの鋼板表面
への侵入が抑制され、塩化物イオンの鋼板表面への侵入が抑制されることによって、鋼板
の腐食が効果的に抑制されるからである。また、腐食溶液中において、ＷＯ４

２－のイン
ヒビター作用によっても、鋼の腐食が抑制されるからである。
【００３６】
Ｃｒ：０．０１ｍａｓｓ％以上０．２０ｍａｓｓ％未満
　Ｃｒは、ジンクプライマー＋エポキシ塗膜の存在下で、優れた耐食性を発揮するため、
本発明の鋼材においては、重要な元素の１つである。ジンクプライマー存在下では、ジン
クプライマー中のＺｎが溶出し、ＺｎＯやＺｎＣｌ２・４Ｚｎ（ＯＨ）２等のＺｎ系腐食
生成物を形成するが、Ｃｒは、このＺｎ系腐食生成物に作用して、Ｚｎ系腐食生成物によ
る地鉄防食性をより向上させるものと推定される。このような、ジンクプライマー存在下
でのＣｒの耐食性向上効果は、０．０１ｍａｓｓ％以上の含有で発現する。しかし、０．
２０ｍａｓｓ％以上含有すると、溶接部靭性を劣化させる。したがって、Ｃｒ含有量は、
０．０１ｍａｓｓ％以上０．２０ｍａｓｓ％未満の範囲とする。
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【００３７】
Ｎ：０．００１～０．００８ｍａｓｓ％
　Ｎは、靭性に対して有害な成分であり、靭性の向上を図るためにはできるだけ低減する
ことが望ましい。しかし、工業的には０．００１ｍａｓｓ％未満に低減するのは難しい。
逆に、０．００８ｍａｓｓ％以上の含有は、靭性を著しく劣化させる。よって、本発明で
は、Ｎ含有量を０．００１～０．００８ｍａｓｓ％の範囲とする。
【００３８】
　本発明の鋼材は、さらなる耐食性の向上を目的として、上記成分に加えてさらに、下記
の成分を含有させることができる。
Ｓｂ：０．００１～０．３ｍａｓｓ％およびＳｎ：０．００１～０．３ｍａｓｓ％のうち
の１種または２種
　Ｓｂは、ジンクプライマー＋エポキシ塗膜存在下、エポキシ塗膜存在下および裸状態で
の耐食性を向上させる効果がある。また、Ｓｎは、エポキシ塗膜存在下および裸状態での
耐食性を向上させる効果がある。Ｓｂ，Ｓｎの上記効果は、鋼板表面のアノード部など、
ｐＨが下がった部位での腐食を抑制するためと考えられる。これらの効果は、Ｓｎ，Ｓｂ
とも０．００１ｍａｓｓ％以上の含有で発現するが、０．３ｍａｓｓ％超えでは、母材靭
性およびＨＡＺ部靭性を劣化させるため、それぞれ０．００１～０．３ｍａｓｓ％の範囲
が好ましい。
【００３９】
Ｎｉ：０．００５～０．２５ｍａｓｓ％、Ｍｏ：０．０１～０．５ｍａｓｓ％およびＣｏ
：０．０１～１．０ｍａｓｓ％のうちの１種または２種以上
　Ｎｉ，Ｍｏ，Ｃｏは、ジンクプライマー＋エポキシ塗膜の存在下、および、裸の状態で
の耐食性をやや向上し、さらに、Ｍｏは、エポキシ塗膜存在下でも耐食性をやや向上する
。したがって、これらの元素は、耐食性をより向上したい場合には、補助的に含有させる
ことができる。Ｎｉ，Ｍｏ，Ｃｏの上記効果は、錆粒子の微細化作用と、さらに、Ｍｏは
、錆中にＭｏＯ４

２－を生成することにより、塩化物イオンが鋼板表面に侵入するのを抑
制するためと考えられる。これらの効果は、Ｎｉでは０．００５ｍａｓｓ％以上、Ｍｏで
は０．０１ｍａｓｓ％以上、Ｃｏでは０．０１ｍａｓｓ％以上の含有で発現する。しかし
、Ｎｉでは０．２５ｍａｓｓ％超え、Ｍｏでは０．５ｍａｓｓ％超え、Ｃｏでは１．０ｍ
ａｓｓ％超え添加しても、その効果が飽和して、経済的にも不利となる。よって、Ｎｉ，
Ｍｏ，Ｃｏは、それぞれ上記範囲で含有させるのが好ましい。
【００４０】
　さらに本発明の鋼材は、鋼材の強度を高めたり、および／または、靭性を向上させたり
するために、上記成分に加えてさらに、下記の成分を含有することができる。
Ｎｂ：０．００１～０．１ｍａｓｓ％、Ｔｉ：０．００１～０．１ｍａｓｓ％、Ｚｒ：０
．００１～０．１ｍａｓｓ％およびＶ：０．００２～０．２ｍａｓｓ％のうちの１種また
は２種以上
　Ｎｂ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｖは、いずれも、鋼材強度を高める元素であり、必要とする強度に
応じて選択して含有することができる。このような効果を得るためには、Ｎｂ，Ｔｉ，Ｚ
ｒはそれぞれ０．００１ｍａｓｓ％以上、Ｖは０．００２ｍａｓｓ％以上含有することが
好ましい。しかし、Ｎｂ，Ｔｉ，Ｚｒは０．１ｍａｓｓ％、Ｖは０．２ｍａｓｓ％を超え
て添加すると、靭性が低下するため、Ｎｂ，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｖは、上記値を上限として添加
するのが好ましい。
【００４１】
Ｂ：０．０００２～０．００３ｍａｓｓ％
　Ｂは、鋼材の強度を高める元素であり、必要に応じて含有することができる。上記効果
を得るためには、０．０００２ｍａｓｓ％以上含有することが好ましい。しかし、０．０
０３ｍａｓｓ％を超えて添加すると、靭性が劣化する。よって、Ｂは０．０００２～０．
００３ｍａｓｓ％の範囲で含有するのが好ましい。
【００４２】
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Ｃa：０．０００２～０．０１ｍａｓｓ％，ＲＥＭ：０．０００２～０．０１５ｍａｓｓ
％およびＹ：０．０００１～０．１ｍａｓｓ％のうちの１種または２種以上
　Ｃa，ＲＥＭ，Ｙは、いずれも、溶接熱影響部の靭性向上に効果のある元素であり、必
要に応じて選択して含有することができる。この効果は、Ｃa：０．０００２ｍａｓｓ％
以上、ＲＥＭ：０．０００２ｍａｓｓ％以上、Ｙ：０．０００１ｍａｓｓ％以上の含有で
得られるが、Ｃa：０．０１ｍａｓｓ％、ＲＥＭ：０．０１５ｍａｓｓ％、Ｙ：０．１ｍ
ａｓｓ％を超えて添加すると、却って靭性の低下を招くので、Ｃa，ＲＥＭ，Ｙは、それ
ぞれ上記値を上限として含有するのが好ましい。
【００４３】
　本発明の鋼材は、上記以外の成分は、Ｆｅおよび不可避的不純物であることが好ましい
。ただし、本発明の効果を害しない範囲内であれば、上記以外の成分の含有を拒むもので
はないことは勿論である。
【００４４】
　次に、本発明に係る耐食鋼材の好ましい製造方法について説明する。
　上記した成分組成の溶鋼を転炉、電気炉等の通常公知の方法で溶製し、連続鋳造法、造
塊法等の通常公知の方法でスラブやビレット等の鋼素材とするのが好ましい。なお、溶鋼
に、取鍋精錬や真空脱ガス等の処理を付加しても良いことは言うまでもない。
【００４５】
　次いで、上記鋼素材を、好ましくは１０５０～１２５０℃の温度に加熱したのち所望の
寸法形状に熱間圧延するか、あるいは鋼素材の温度が熱間圧延可能な程度に高温である場
合には加熱することなく、あるいは均熱する程度で直ちに所望の寸法形状の鋼材に熱間圧
延することが好ましい。
【００４６】
　なお、熱間圧延では、強度を確保するために、熱間仕上圧延終了温度および熱間仕上圧
延終了後の冷却速度を適正化することが好ましく、熱間仕上圧延終了温度は、７００℃以
上、熱間仕上圧延終了後の冷却は、空冷または冷却速度１００℃／ｓ以下の加速冷却を行
うことが好ましい。なお、冷却後、再加熱処理を施してもよい。
【実施例】
【００４７】
　表２に示した成分組成を有する鋼を真空溶解炉または転炉で溶製して鋳塊または鋼スラ
ブとし、これらを加熱炉で１１５０℃に加熱し、熱間圧延して２５ｍｍ厚の厚鋼板とし、
かくして得られた鋼板について、母材の引張特性および衝撃特性を調査した。また、投入
熱量が１５０ｋＪ／ｃｍのサブマージアーク溶接に相当する熱サイクルを付与してＨＡＺ
部を再現し、衝撃特性（再現ＨＡＺ衝撃特性）の評価に供した。
【００４８】
　次に、それぞれの厚鋼板から、５ｍｍｔ×１００ｍｍＷ×２００ｍｍＬおよび５ｍｍｔ
×５０ｍｍＷ×１５０ｍｍＬの試験片を採取し、試験片表面にショットブラスト後、以下
の条件Ａ～Ｃの表面処理を施し、暴露試験片を作製した。
　条件Ａ：試験片表面に、ジンクプライマー（約１５μｍ）とタールエポキシ樹脂塗料（
約２００μｍ）の２層被膜を形成
　条件Ｂ：試験片表面に、タールエポキシ樹脂塗料（約２００μｍ）の単層被膜を形成
　条件Ｃ：試験片表面にショットブラストしたままの裸状態（防食被膜なし）
　なお、塗膜を有する上記条件ＡおよびＢの試験片には、塗膜の上からカッターナイフで
地鉄表面まで達する８０ｍｍ長さのスクラッチ疵を一文字状に付与した。
【００４９】
　その後、これらの試験片を、実船のバラストタンクの上甲板裏に装着し、暴露試験に供
した。なお、この暴露試験の期間は３年間であり、バラストタンクの腐食環境は、バラス
トタンク内に海水が入っている期間が約２０日、海水が入っていない期間が約２０日を１
サイクルとして、これを繰り返すものであった。また、暴露試験における耐食性の評価は
、塗膜を有する条件ＡおよびＢの試験片については、スクラッチ疵の周囲に発生した塗膜
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膨れ面積を測定し、また、塗膜を有しない条件Ｃの試験片については、試験後、脱錆し、
その脱錆した試験片重量と試験前重量の変化量（減少量）から平均板厚減少量を算出し、
これらの結果を、耐食性向上元素を特に含まないＮｏ．２１の鋼をベース鋼（１００）と
して、それに対する各試験片の比率を算出し、評価した。
【００５０】
　表３に引張試験、衝撃試験の結果を、また、表４に暴露２年および暴露３年の結果を示
した。表４の暴露３年の結果から、本発明の成分組成を満たす発明例のＮｏ．１～２０の
鋼は、条件Ａ～Ｃのいずれの試験片でも、ベース鋼（Ｎｏ．２１）に対する塗膜膨れ面積
および板厚減少量が５０％以下であり、良好な耐食性を有していることがわかる。なお、
Ｎｏ．２０の鋼は、暴露２年の結果では、ジンクプライマー＋タールエポキシ塗膜条件で
ベース鋼比が７３％であったが、暴露３年の結果では４２％となり、Ｗ，Ｃｒの耐食効果
が発現している。
　これに対して、本発明の成分組成を満たさないＮｏ．２２～２４の鋼は、ベース鋼（Ｎ
ｏ．２１）より耐食性が向上していても、ベース鋼に対する比率が５０％超えの条件があ
り、また、Ｎｏ．２６では、Ａｌが上限値を超えるため、全ての条件で耐食性が劣化して
いる。なお、Ｎｏ．２５、２７の鋼については、ベース鋼に対する耐食性の比率が５０％
以下になっているが、溶接部の衝撃特性が大きく劣化している。
【００５１】
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【表２】

【００５２】
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【表３】

【００５３】
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【表４】

【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明の船舶用耐食鋼材は、海水による腐食環境下で優れた耐食性を示すので、船舶の
バラストタンクだけでなく、他の類似の腐食環境で使用される用途にも用いることができ
る。
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