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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライマー塗装状態で使用する貨油タンク用耐食鋼において、化学成分として、mass％
で、C:0.16％以下、Si:1.5％以下、Mn:3.0％以下、P:0.035％以下、S:0.01％以下、Al:0.
23％以下を含み、さらに、Cu:0.1％～1.4％、Cr:0.2～4％、Ni:0.05～0.7％のうちの１種
以上を含み、残部がFeおよび不可避不純物からなり、下記の式（１）で表されるPcmの値
が0.22以下であることを特徴とする貨油タンク用耐食鋼。
　　Pcm=C+Si/30+Mn/20+Cr/20+Cu/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B≦0.22　（１）
但し、元素記号はそれぞれの元素のmass％を示す。
【請求項２】
　プライマー塗装状態で使用する貨油タンク用耐食鋼において、化学成分として、mass％
で、C:0.15％以下、Si:1.5％以下、Mn:0.2％以上3.0％以下、P:0.035％以下、S:0.005％
以下、Al:0.23％以下を含み、さらに、Cr:0.2～4％、Cu:0.2％～1.0％、Ni:0.1～0.7％の
うち１種以上を含み、残部がFeおよび不可避不純物からなり、下記の式（１）で表される
Pcmの値が0.22以下であることを特徴とする貨油タンク用耐食鋼。
　　Pcm=C+Si/30+Mn/20+Cr/20+Cu/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B≦0.22　（１）
但し、元素記号はそれぞれの元素のmass％を示す。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の化学成分に加えて、さらにMo:0.5mass％以下を含むこ
とを特徴する貨油タンク用耐食鋼。
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【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１つに記載の化学成分に加えて、さらにNb:0.05mas
s％以下、V:0.12mass％以下、Ti:0.1mass％以下のうち、いずれか１種または２種以上を
含むことを特徴する貨油タンク用耐食鋼。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１つに記載の化学成分に加えて、さらにB:0.01mass
％以下を含むことを特徴する貨油タンク用耐食鋼。
【請求項６】
　仕上げ温度を800℃以上で圧延を行い、その後冷却速度2℃/sec以上で600℃以下まで冷
却を行うことを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか１つに記載の貨油タンク用
耐食鋼の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
この発明は、タンカー用鋼に関し、特に貨油タンク用として耐食性に優れた、プライマー
塗装併用型の貨油タンク用高耐食鋼およびその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
国際海事機構の規制により、新建造タンカーのダブルハル構造が義務づけられて以降、貨
油タンク、バラストタンク、デッキプレート等の船舶構造物には新たな腐食問題が投じら
れることとなった。海水環境と湿潤高温環境が繰返されるバラストタンク材では、腐食要
因を解析した結果、海水腐食と飛沫帯環境での腐食、又結露環境腐食に耐える鋼材が要求
され、バラストタンク部に該当するデッキプレートにおいても、裏面における腐食環境と
して、バラストタンク上部と同様のものが想定されている。
【０００３】
これらの用途に適した鋼材として、特開平7-267182号公報では、Cu-P，Cu-Cr，Cu-P-Cr系
鋼材が優れた耐食性を示すとして提案されている。この技術による鋼材は、Ｃ:0.15％以
下、Si:0.02～1.5％、Mn:0.2～5.0％、Ｓ:0.005％以下、Cu:0.1～1.0％、Ｐ:0.01～0.15
％を含み、さらに、Ni:0～1.5％、Nb:0～0.03％、ならびにMo:0～1.0％、Ｖ:0～1.0％お
よびＷ:0～1.0％のうちの１種または２種以上、Al:0～1.0％、Ti:0～0.5％のうちの１種
または２種を含むバラストタンク用低合金鋼である。
【０００４】
また、特開平7-310141号公報、特開平8-246048号公報では、いずれもl～3％程度のCrを含
有する耐食鋼が、バラストタンク環境で有効に使用可能な耐食性を示すとして提案されて
いる。特開平7-310141号公報記載の耐食鋼は、Cr:0.5～3.5％を主成分とし、Ni:1.5％以
下、Mo:0.8％以下のうちの１種以上、あるいはさらにNb:0.005～0.05％、Ti:0.005～0.05
％のうちの１種以上を含む鋼である。特開平8-246048号公報記載の耐食鋼は、Ｃ:0.1 ％
以下、Si:0.10～0.80％、Mn:1.50％以下、Al:0.005～0.050 ％、Cr:1.0～3.0 ％、Ti:0.0
05～0.03％、Ｎ:0.0020～0.0120％を含む鋼である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
一方、最近のタンカー、特にVLCCと呼称される大型の貨油船で、貨油タンク内面に著しい
腐食が発見されるケースがある。この現象は、従来問題とされなかったことから、新たな
腐食課題としてクローズアップされているというのが現状である。そのため、貨油タンク
、もしくは貨油タンク該当部分のデッキプレートの腐食防止は、バラストタンクについて
行われているような、腐食メカニズムの分類と推定がなされないまま、危急の課題とされ
ている。
【０００６】
貨油タンク用材料の上記のような腐食問題を解決する手段として、組立て前に適用される
錆止めプライマー塗装および重塗装がある。しかし多くの場合、塗装は使用にともない傷
みを生じ、表面損傷部位より錆が発生し、塗膜を破壊するいわゆる塗膜下腐食の進行によ
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り、通常の使用では長くても5～10年の使用で、裸使用と変らないほどの腐食が認められ
る状況にあり、メンテナンス費用は膨大なものとなる。
【０００７】
また、前述の特開平7-310141号公報または特開平8-246048号公報記載のバラストタンク用
の鋼は、その実施例を見ると添加元素の量が多く、溶接性が著しく劣るばかりか合金コス
トの増分に見合う塗装併用下での耐食性向上効果が小さい。即ち、貨油タンク用の鋼材と
して必ずしも使用しやすいとは言えない。これは特開平7-267182号公報記載の技術でも同
様で、その実施例ではCuを添加する場合は0.5～0.14％、Ｐを添加する場合は0.045～0.14
％、Crを添加する場合は1～5％となっている。
【０００８】
この発明は、以上の問題点を解決し、貨油タンクにおける腐食メカニズムを解明してそれ
に対して十分な耐食性を有し、かつ溶接性の向上および合金コストの削減が可能な貨油タ
ンク用耐食鋼を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
この発明は、貨油タンクにおいて鋼材に作用する腐食環境について、詳細に調査する中で
なされた。その結果、最近の大型タンカーにおける腐食要因としては、貨油タンク内に導
入される原動機排ガスの影響および原油揮発成分中の硫化水素の影響が大きいことが明ら
かとなった。排ガスは原油からの揮発成分による爆発防止のために導入されるものである
が、排ガスには、酸素、窒素のほかに、相当量の炭酸ガス、SOx、場合によってはH2Sなど
、腐食性ガスも含まれる。
【００１０】
そのため、これら腐食性ガスの存在下で温度サイクルが存在して酸露点腐食が作用した場
合、塗膜に微小な損傷部位が生じただけで該箇所より緻密性の低い錆が発達する。この錆
は塗膜と鋼材の間を発達して進行し、ついには塗膜を連続的に剥離させる。さらに揮発成
分に含まれる硫化水素は、鋼材の塗膜剥離部分に作用して腐食を進行させる。この硫化水
素による腐食は油井管等の原油接触環境で広く経験されるものである。このような腐食が
問題となるのは主にガスのたまる貨油タンク上部であり、上記のような貨油タンク内上部
の腐食雰囲気を、以下タンク環境と記載する。
【００１１】
上記のように、調査の結果、貨油タンクにおける腐食メカニズムは、解明された。酸露点
腐食の場合には、たとえ合金を添加して耐食性を高めた鋼材を用いたとしても、塗装を施
さない裸使用では実用的な耐食性は得られないので、塗装して使用することを前提とする
。しかし上記のような塗膜損傷部分の錆が拡大する問題があるので、塗膜下の錆の進行を
最小限とし、塗膜寿命を長期化せしめるという観点に立ち、耐食鋼の成分設計を繰り返し
、当該雰囲気中で塗膜損傷部位も含めた十分な耐食性を示す鋼材を開発するに至ったもの
が本発明である。
【００１２】
この発明の鋼材の成分設計においては、耐食性のみならず、50kJ/cmレベルの入熱溶接、
特に100kJ/cmを超える大入熱溶接の適用を受ける際の機械的性質、溶接性等とのバランス
についても、重要な要素として考慮されている。
【００１３】
本発明は、上記に基づきなされたものであり、本件第１の発明は、プライマー塗装状態で
使用する貨油タンク用耐食鋼において、化学成分として、mass％で、C:0.16％以下、Si:1
.5％以下、Mn:3.0％以下、P:0.035％以下、S:0.01％以下、Al:0.23％以下を含み、さらに
、Cu:0.1％～1.4％、Cr:0.2～4％、Ni:0.05～0.7％のうちの１種以上を含み、残部がFeお
よび不可避不純物からなり、下記の式（１）で表されるPcmの値が0.22以下であることを
特徴とする貨油タンク用耐食鋼である。
【００１４】
Pcm=C+Si/30+Mn/20+Cr/20+Cu/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B≦0.22（１）
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但し、元素記号はそれぞれの元素のmass％を示す。本件第２の発明は、プライマー塗装状
態で使用する貨油タンク用耐食鋼において、化学成分として、mass％で、C:0.15％以下、
Si:1.5％以下、Mn:0.2％以上3.0％以下、P:0.035％以下、S:0.005％以下、Al:0.23％以下
を含み、さらに、Cr:0.2～4％、Cu:0.2％～1.0％、Ni:0.1～0.7％のうち１種以上を含み
、残部がFeおよび不可避不純物からなり、上記の式（１）で表されるPcmの値が0.22以下
であることを特徴とする貨油タンク用耐食鋼である。本件第３の発明は、本件第１または
本件第２の発明に記載の化学成分に加えて、さらにMo:0.5mass％以下を含むことを特徴す
る貨油タンク用耐食鋼である。本件第４の発明は、本件第１ないし本件第３の発明のいず
れか１つに記載の化学成分に加えて、さらにmass%でNb:0.05％以下、V:0.12％以下、Ti:0
.1％以下のうち、いずれか１種または２種以上を含むことを特徴する貨油タンク用耐食鋼
である。本件第５の発明は、本件第１ないし本件第４の発明のいずれか１つに記載の化学
成分に加えて、さらにB:0.01mass％以下を含むことを特徴する貨油タンク用耐食鋼である
。本件第６の発明は、仕上げ温度を800℃以上で圧延を行い、その後冷却速度2℃/sec以上
で600℃以下まで冷却を行うことを特徴とする本件第１ないし本件第５の発明のいずれか
１つに記載の貨油タンク用耐食鋼の製造方法である。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の貨油タンク用耐食鋼およびその製造方法について詳しく説明する。
【００１６】
まず化学成分の限定理由について述べる。単位はすべてmass%である。
【００１７】
C:0.16％以下
Cは鋼の強化に役立つ元素であるが、過度の添加は溶接性と耐食性に悪影響を及ぼすため
、添加量の上限を0.16％とする。より好ましくは、添加量の上限を0.15％とする。
【００１８】
Si:1.5％以下
Siは鋼の脱酸に有用な元素であるが、過度の添加は溶接作業性に悪影響を及ぼすため、添
加量の上限を1.5％とする。
【００１９】
Mn:3.0％以下
Mnは鋼の強化と靭性向上に有効な元素であるが、過度の添加は溶接性を阻害するため、添
加量の上限を3.0％とする。より好ましくは、添加量の上限を2.0％とする。鋼の強度を確
保するためには0.2%以上の添加が好ましい。
【００２０】
P:0.035％以下
Pは、溶接性を低下させる元素であり、含有量は低いほど望ましい。0.035％までは許容で
きる範囲であり、含有量を0.035％以下とする。
【００２１】
S:0.01％以下
Sは鋼の熱間加工性、耐溶接割れ性等を低下させる元素であり、含有量は低いほど望まし
い0.01％までは許容できる範囲であり、含有量の上限を0.01％とする。より好ましくは、
添加量の上限を0.005％とする。
【００２２】
Cr、Cu、Ni:１種以上
Cr、Cu、Niは、耐食性を確保する上で少なくともいずれか１種の添加が必要である。それ
ぞれの添加量の範囲については次のようになる。
【００２３】
Cu:0.1～1.4%
Cuは鋼のタンク環境での耐塗膜下腐食性を著しく向上させる。0.1％以上添加しないとそ
の効果は明瞭ではないが、1.4％を超える添加は溶接高温割れの傾向が顕著になるため、
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添加量を:0.1～1.4％とする。好ましくは0.2～1.0%が適当である。Cr、Cu、Niのうちいず
れか１種を添加する場合はCuが最も効果的である。
【００２４】
Ni:0.05～0.7％
Niは高価な添加元素ではあるが、耐食性向上に有効で、かつCuによる溶接性への害を抑制
する効果を持つ。0.05％以上添加しないとその効果は明瞭ではないが、添加量が0.7％を
超えると、効果が飽和し、かえって鋼の経済性を損ない、溶接割れ性も低下するようにな
るため、添加量を0.7％以下とする。より好ましくは添加量の下限を0.1%とする。Cr、Cu
、Niのうちいずれか２種を添加する場合はCuおよびNiの添加が効果的である。
【００２５】
Cr:0.2～4％
Crの添加は炭酸ガス腐食の抑制に効果があることが知られているが、タンク環境でも一定
の防食効果および耐塗膜下腐食性が得られる元素である。0.2％以上添加しないとその効
果は明瞭ではないが、添加量が4％を超えると、低温割れ抑止のために予熱や後熱が必要
になり、また溶接作業性も低下するため、添加量を0.2％以上、4％以下とする。
【００２６】
Al:0.8％以下
Alはタンク環境での耐塗膜下腐食性を向上させるので適宜添加できる。0.8％を超える添
加を行うと溶接時にスラグを多発し、作業性を顕著に低下させるため、添加する場合は0.
8％以下とする。
【００２７】
Mo:0.5％以下
Moは該当する使用環境での耐食性に有害な元素であるが、鋼の強度特性を向上させるため
、制限して使用することが出来る。0.5％を超える添加は耐塗膜下腐食性の低下の傾向を
著しくするため、添加量を0.5％以下とする。
【００２８】
Nb:0.05％以下、V:0.12％以下、Ti:0.1％以下
Nb、V、Tiは鋼中の炭素と結合して炭化物を形成し、溶接性に及ぼす炭素の影響を減じる
ことが出来るため、一定量の添加を選択できる。ただし、Nbは0.05％、Vは0.12％、Tiは0
.1％を超えて添加すると、炭化物が多量に析出し、溶接時にクラックを生じやすくなるた
め、添加量としてはNbは0.05％以下、Vは0.12％以下、Tiは0.1％以下とする。
【００２９】
B:0.01％以下
Bは熱間加工性の向上に有効な添加元素であり、選択して添加が可能であるが、0.01％を
超える添加は溶接高温割れの傾向を著しくするため、添加量を0.01％以下とする。
【００３０】
Pcm値:0.22以下（Pcm=C+Si/30+Mn/20+Cr/20+Cu/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B （１））
以上の各元素に対する制限を設けたうえで、上記式（１）に相当するPcm値について規定
する。これは溶接割れ感受性を示す特性値であり、この値が0.22を超えると溶接時の低温
割れ発生率が著しく高くなるため、Pcm値を0.22以下に保持することが必要である。
【００３１】
本発明の鋼の化学成分の内、上記の化学成分以外の残部は実質的にFeである。「残部が実
質的にＦeである」とは、本発明の作用効果を無くさない限り、不可避不純物をはじめ、
他の微量元素を含有するものが本発明の範囲に含まれ得ることを意味する。
【００３２】
本発明の実施にあたっては、一部の化学成分については、以下のようにすることもできる
。
【００３３】
C: Cは鋼の強化の観点からは、0.03％以上添加することが好ましい。
【００３４】



(6) JP 4081991 B2 2008.4.30

10

20

30

40

50

S: Sについては安定して0.005％以下とするために、脱硫処理を行うことが好ましい。
【００３５】
Cr: Crは添加に伴い防食効果が向上するが、添加量が0.6％を超えると防食効果の向上が
鈍化する傾向が見られ、また鋼の溶接性は次第に劣化するので、添加する場合は0.6％以
下とすることが好ましい。
【００３６】
Cu: Cuは添加量が0.4％を超えると、やはり鋼の溶接性が次第に劣化する傾向が見られる
ので、添加する場合は0.4％以下とすることが好ましい。
【００３７】
Ni: Niは、添加量が0.5％を超えると効果が飽和し始めるため、費用対効果の観点からは
添加量を0.5％以下とすることが好ましい。
【００３８】
Al: Alは添加量が0.4％を超えると、溶接時のスラグ発生により作業性に影響が出てくる
ので、添加する場合は0.4％以下とすることが好ましい。
【００３９】
次に、製造方法について説明する。
【００４０】
上記の化学成分の鋼は、通常の鋼と同様の方法で製造できる。例えば、鋼の溶製では、転
炉等で主要５元素C、Si、Mn、P、Sを発明の範囲に調節するとともに、必要に応じてその
他の合金元素を添加する。
【００４１】
その後、連続鋳造等により得られた鋳片をそのままあるいは冷却後、圧延を行う。圧延条
件については、耐食鋼としては特に条件を問わないが、機械的特性の観点からは適切な圧
下比を確保する必要がある。
【００４２】
圧延の際、熱間圧延後の冷却速度を制御すると、引張強度490N/mm2級以上の高強度鋼材と
することができる。その方法は、熱間圧延の仕上げ温度を800℃以上とし、その後2℃/s以
上の冷却速度で600℃以下まで冷却するものである。仕上げ温度が800℃未満では靭性が劣
り、冷却速度が2℃/s未満もしくは冷却停止温度が600℃超えの場合には、490MPa級以上の
強度が得られない。冷却は一度冷却した後再加熱して冷却しても、直接冷却しても良い。
【００４３】
本発明では、耐食性を発揮するため上記のように製造した鋼に、有機もしくは無機の塗装
、あるいは錆止めプライマーによる塗膜を施して使用する必要がある。塗装およびプライ
マーの種類は問わないが、無機系ジンクプライマーによる塗膜を用いると最も効果的であ
る。
【００４４】
本発明による耐食鋼の適用形態としては、VLCCタンカーの貨油タンク上部の構造体ないし
デッキプレートに、プライマー塗装ままで用いることが最も通常である。さらに、タンク
内部もしくは天井部の梁、柱等の構造体として用いても好適な耐食性と機械的性質を発揮
しうる。
【００４５】
【実施例】
以下に本発明の実施例を示す。
【００４６】
（実施例１）　本実施例では、溶解はすべて1470N（150kgw）真空誘導溶解炉により、鋳
造も真空中で実施した。245N（25kgw）鋳塊となしたのち、1200℃に加熱して熱間圧延し
、厚さ25mmの板材とした。この25mmの板材を溶接割れ性の評価に用いた。さらに、1180℃
に再加熱して熱間圧延して厚さ6mmの板材とし、耐食性評価試験に供した。
【００４７】
溶接高温割れ性の評価には、厚さ25mmの板材に深さ15mmのＶ溝を切り、溶接ビードを置い
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て、冷却後の溶着金属部の割れの有無を比較評価する方法を用いた。溶接方法はサブマー
ジアーク溶接とし、溶接材料は市販の強度50キロ級（490N/mm2級）ワイヤとした。溶接条
件は、電圧38～45V、電流1000～1250A、溶接速度40cm/分、入熱139kJ/cmとした。割れの
検出にはＸ線透過法を用いた。また、同時にスラグの発生等によるビードの乱れ、作業性
の悪化についても評価した。
【００４８】
一方、溶接時の低温割れ感受性の評価には、日本工業規格JIS Z3158で規定されるy型溶接
割れ試験を実施し、鋼板冷却後の割れの有無で評価した。溶接は市販の490N/mm2級被覆ア
ーク溶接用ワイヤを使用し、溶接条件は、電圧24V、電流170A、溶接速度15cm/min、入熱1
6kJ/cmとした。割れの検出には断面切断法を用いた。
【００４９】
さらに、耐食性については、厚さ6mmの板材から寸法6mm×55mm×45mmの腐食試験片を切り
出し、全面にプライマー処理を施して腐食試験に供した。プライマー処理は、事前によく
ショット錆落としを実施した試験片に、亜鉛末入り顔料を一定の割合で含有する、アルキ
ルシリケート樹脂ワニス溶剤使用のジンク系プライマーの吹付塗装を行い、室温で24時間
乾燥させた。亜鉛末入り顔料の重量割合については、43％のものと48％のものを使用して
比較した。
【００５０】
耐食性の評価を加速するため、試験面には鋼材表面に達するＸ字型のカッティングを施し
、これを模擬損傷箇所として腐食試験後の表面錆、塗膜下の錆の進行を表面積率で評価し
た。なお、試験前の損傷面積率は1.0％であった。
【００５１】
腐食試験は、貨油タンク内の環境条件を模擬した雰囲気と温度サイクル中に、試験片を曝
して、腐食箇所拡大率の評価を実施した。貨油タンク内模擬環境は、ガス組成10％CO2，8
％O2，0.02％SOx，残部N2の混合ガスを過飽和水蒸気圧の下に充満させて、試験用の雰囲
気とした。この雰囲気中に挿入した試験片には、ヒータと冷却装置によって30℃/60℃の
繰返し温度サイクルを、1サイクル1日として90日間付与し、結露水による腐食を模擬でき
るようにした。
【００５２】
表１、表２、表３は、それぞれ本発明鋼と比較鋼の成分分析結果、および（１）式による
Pcmと、上記の評価方法を用いた溶接性と耐食性の評価結果、即ちＶ溝試験における高温
割れの有無（割れなしを◎で示している）、作業性評価の結果（作業性の劣るものに＊を
付している）、低温割れ感受性（割れの無いものを◎で示している）、プライマー種類（
43:亜鉛末顔料の重量割合43％、48:同48％）模擬環境における錆（腐食）面積率（単位％
）をまとめて示している。
【００５３】
【表１】
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【表２】
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【００５５】
【表３】
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【００５６】
表１と表２にまとめた本発明成分による鋼材（No.1～5、7～15、18～29、31～35）は、す
べて耐溶接割れ性と溶接時の作業性を兼ね備え、かつ耐塗膜下腐食性が良好で、好適に使
用可能であることがわかる。一方、表３にまとめた比較鋼（No.36～64）は、成分の限定
理由の項で述べたような背景から、耐溶接割れ性、溶接作業性、模擬環境下での耐塗膜下
腐食性の何れかが十分ではない。これより、これらを満足するためには本発明による成分
設計が好適であることが理解できる。
【００５７】
図１は、Pcm値とy型溶接割れ試験結果の関係を示す図である。この図より、Pcmの値が、0
.22以下である場合は溶接割れが発生せず（図中no crack）、それより大きい場合は溶接
割れが発生すること（図中 crack）が分かる。よって、Pcmの値が0.22を超えると溶接時
の低温割れ発生率が著しく高くなるため、Pcm値を0.22以下に保持することが必要である
。
【００５８】
図２は、添加Cr、Cu量と塗膜付結露腐食試験結果の関係を示す図である。この図より、添
加Cr、Cu量の増加により、結露腐食試験による錆面積率（図中Ｓで示す）が縮小されるこ
とが分かる。錆面積率の許容限度を15%以下とするには、Cr量を0.2％以上Cu量を0.1％以
上とすればよいことが分かる。
【００５９】
（実施例２）　本実施例では、溶解はすべて5t真空誘導溶解炉によって行い、鋳造も真空
中で実施した。9800Nの鋳塊となしたのち、1200℃に加熱して各種の製造条件で熱間圧延
し、厚さ25mmの板材とした。この25mmの板材を溶接割れ性の評価、引張り試験、シャルピ
ー衝撃試験に供した。さらに、この25mmの板材を1180℃に再加熱して熱間圧延して厚さ6m
mの板材とし、耐食性評価試験に供した。
【００６０】
引張り試験片は圧延方向に全厚試験片を採取し、常温での引張り強度で評価した。引張り
強度が490N/mm2以上の場合を良好とした。シャルピー衝撃試験は、板厚中央部よりＶノッ
チシャルピー試験片を採取し、試験温度-40℃における3本平均の吸収エネルギーで評価し
た。試験温度-40℃以上で50J以上の吸収エネルギーを示す場合を良好と判定した。
【００６１】
溶接高温割れ性の評価には、厚さ25mmの板材に深さ15mmのＶ溝を切り、溶接ビードを置い
て、冷却後の溶着金属部の割れの有無を比較評価する方法を用いた。溶接方法はサブマー
ジアーク溶接とし、溶接材料は市販の490N/mm2級ワイヤとした。溶接条件は、電圧38～45
V、電流1000～1250A、溶接速度40cm/分、入熱139kJ/cmとした。割れの検出にはＸ線透過
法を用いた。また、同時にスラグの発生等によるビードの乱れ、作業性の悪化についても
評価した。
【００６２】
一方、溶接時の低温割れ感受性の評価には、日本工業規格JIS Z3158で規定されるy型溶接
割れ試験を実施し、鋼板冷却後の割れの有無で評価した。溶接は市販の490N/mm2級被覆ア
ーク溶接用ワイヤを使用し、溶接条件は電圧24V、電流170A、溶接速度15cm/min、入熱16k
J/cmとした。割れの検出には断面切断法を用いた。また、同時にスラグの発生等によるビ
ードの乱れなどの、溶接欠陥や作業性についても評価した。
【００６３】
耐食性については、厚さ6mmの板材から寸法6mm×55mm×45mmの腐食試験片を切り出し、全
面にプライマー処理を施して腐食試験に供した。プライマー処理は、事前によくショット
による錆落としを実施した試験片に、亜鉛末入り顔料を一定の割合で含有するアルキルシ
リケート樹脂ワニス溶剤使用のジンク系プライマーの吹付塗装を行い、室温で24時間乾燥
させた。亜鉛末入り顔料の亜鉛の重量割合については、43％のものと48％のものを使用し
て比較した。
【００６４】
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耐食性の評価を加速するため、試験面には鋼材表面に達するＸ字型のカッティングを施し
、これを模擬損傷箇所として腐食試験後の表面錆、塗膜下の錆の進行を損傷部の表面積率
である錆面積率で評価した。なお、試験前の損傷部の面積率は1.0％であった。
【００６５】
腐食試験は、貨油タンク内の環境条件を模擬した雰囲気と温度サイクル中に試験片を曝し
て、腐食箇所拡大率の評価を実施した。貨油タンク内模擬環境は、ガス組成10％CO2、8％
O2、0.02％SOx、0.1%H2S、残部N2の混合ガスを過飽和水蒸気圧の下に充満させて、試験用
の雰囲気とした。この雰囲気中に挿入した試験片には、ヒータと冷却装置によって30℃/6
0℃の繰返し温度サイクルを、1サイクル1日として90日間付与し、結露水による腐食を模
擬できるようにした。
【００６６】
表４、表５に本発明鋼（No.101～111、113～115、118～129、132～135）および比較鋼（N
o.136～151）の成分分析結果、（１）式によるPcm値を示す。本発明鋼であるNo.101、107
、113、128については圧延条件を変化させて各種の試料を作製した。表6に各鋼材に対す
る圧延仕上げ温度、圧延後の冷却速度（冷速）、および冷却速度2℃/s以上に相当する水
冷した場合の冷却停止温度を示す。さらに、引張試験より得られた強度、シャルピー衝撃
試験より得られた-40℃における吸収エネルギーvE-40、上記の評価方法を用いた溶接性（
溶接時の高温割れ性、低温割れ性については、各試験において割れが発生した場合には高
温割れ・低温割れと記載し、割れなしの場合は◎を記載し、作業性不良のものや溶接欠陥
が存在する場合にはその旨を記載して示す）、表面に適用したプライマー種類（43:亜鉛
末顔料の重量割合43％、48:同48％、一部についてはプライマーの塗布を行わなかった）
、模擬環境における錆（腐食）面積率（単位％）を併せて示す。
【００６７】
【表４】
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【表５】
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【表６】
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化学成分が本発明の範囲内である鋼材（No.101～111、113～115、118～129、132～135）
は、すべて耐溶接割れ性と溶接時の作業性を兼ね備え、かつ耐塗膜下腐食性が良好で、貨
油タンクに好適に使用可能であることがわかる。一方、化学成分が本発明の範囲外の比較
鋼（No.136～151）は、成分の限定理由の項で述べたような背景から、耐溶接割れ性、溶
接作業性に問題がある、または錆面積率が8%以上で模擬環境下での耐塗膜下腐食性が十分
でない。また鋼材No.101のプライマー塗布を行わなかったものについては、鋼材全面に渡
って非常に大きな減肉が生じることが確認された。これより、耐溶接割れ性、溶接作業性
、模擬環境下での耐塗膜下腐食性を満足するためには本発明による成分設計の鋼材を用い
れば良いことが分かった。また本発明の範囲の製造条件を用いると、JIS規定の490MPa級
鋼以上の強度が得られる事が分かった。
【００７１】
図３は、Cu添加量と塗膜付結露腐食試験の錆面積率の関係を示す図である。この図より、
Cu添加量が0.1％未満の場合は耐塗膜下腐食性に対するCu添加の効果が十分発揮されない
ことがわかった。一方、1.4％を超える添加は溶接高温割れが発生した。
【００７２】
【発明の効果】
本発明により鋼の化学成分を適切に調製することにより、貨油タンクにおける腐食メカニ
ズムに対して十分な耐食性を有し、溶接性の向上および合金コストの削減が可能な貨油タ
ンク用耐食鋼を得ることができる。その結果、VLCCタンカーの貨油タンク上部の構造体乃
至デッキプレート用に、重塗装して、または重塗装することなくプライマー適用ままで用
い得るばかりでなく、タンク内部もしくは天井部の梁、柱等の構造体として長期間好適に
用い得る鋼材が提供され、船舶の製造コスト、維持管理コストの低減などの経済効果を得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　Pcm値とy型溶接割れ試験結果の関係を示す図である。
【図２】　Cr、Cu添加量と塗膜付結露腐食試験結果の関係を示す図である。
【図３】　Cu添加量と塗膜付結露腐食試験の錆面積率の関係を示す図である。
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