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は じ め に

ステンレス鋼は，優れた耐食性および耐熱性を有し，

化学工業をはじめとする各種産業用機械，一般家庭用

品，建築用，自動車部品などのほか，原子力発電プラン

ト，海洋開発用機器など，その用途は極めて広範にわた

り，鋼の種類も多い．これらのステンレス鋼の適用分野

では，母材の優れた特性を損なわない高度な溶接施工の

みならず，高性能かつ高信頼な溶接継手特性が求められ

る．そこで，本稿では，ステンレス鋼溶接部の組織的特

徴について解説するとともに，溶接継手特性を支配する

溶接割れ，脆化および耐食性劣化など現象について，そ

れらの発生挙動と機構を概説する．

ステンレス鋼の種類と性質

ステンレス鋼は，12mass%以上の Crを含有する高合

金鋼であり，主たる合金元素が，Crのみの Cr系ステン

レス鋼と Crおよび Niを含有する Cr-Ni系ステンレス鋼

に大別される．なお，Cr含有量が 12mass%以上である

のは，鋼表面に不働態皮膜（Cr2O3）を形成できる限界の

Cr含有量が約 12mass%であることに起因する．一般

に，ステンレス鋼は金属組織によって分類される．表１

はステンレス鋼の種類と代表的な鋼種をまとめたもので

ある．フェライト系およびマルテンサイト系ステンレス

鋼が Cr系ステンレス鋼であり，他のステンレス鋼は Ni

を含有する Cr-Ni系ステンレス鋼である．オーステナイ

ト系ステンレス鋼は耐食性のみならず，高温強度，靱性

にも優れるため，ステンレス鋼の中で最も広く用いられ

ている．Cr，Ni量が多くなるとオーステナイト相の安定

性が高くなり，耐食性も向上する傾向がある．フェライ

ト系ステンレス鋼は，耐応力腐食割れ特性に優れるが，

靱性の点で問題を有するため，C，O，N含有量を極低レ

ベルに低減させることが前提となる．マルテンサイト系

ステンレス鋼は，耐食性には劣るが，高強度かつ安価で

あり，経済的な材料選択となりうる．二相系ステンレス

鋼はフェライト相とオーステナイト相をほぼ同程度含む

ステンレス鋼であり，フェライト系およびオーステナイ

ト系ステンレス鋼の特徴を併せ持つ．微細な二相混合組

織からなるため，高耐食性，高強度，高靱性を有する高

性能ステンレス鋼である．一方，析出硬化型ステンレス

鋼では，Cu，Alや Nbを添加し，耐食性を維持しつつ析

出硬化により高強度を確保している．

溶接部の組織学的特徴

3.1 凝固モード

Fe-Cr-Ni合金であるステンレス鋼は，凝固過程におい

て複雑な相変化を生じる．凝固過程における相変化の形

表1　ステンレス鋼の種類と代表的な鋼種
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態を凝固モードと呼ぶ．一般に，ステンレス鋼溶接金属

の凝固モードは，図１1)に示すように４つのタイプに分類

される．

① Aモード：オーステナイト単相凝固

オーステナイト単相で凝固が完了し，その後変態を起こ

さず，ほぼ凝固組織のまま室温に至る．

② AFモード：初晶オーステナイト＋（フェライト＋オー

ステナイト）二相凝固

オーステナイトが初晶で晶出するが，その後，デンドラ

イト境界に分離共晶フェライトが晶出し，室温組織はデ

ンドライト境界に島状フェライトを含んだ二相組織を呈

する．

③ FAモード：初晶フェライト＋（フェライト＋オーステ

ナイト）二相凝固

フェライトが初晶で晶出するが，その後，包共晶反応に

よりオーステナイトが晶出し，フェライト＋オーステナ

イト二相で凝固を完了する．また，室温までの冷却過程

で，フェライト→オーステナイト変態によりδフェライ

ト相の体積率が減少するとともに，形態が大きく変化す

る．

④ Fモード：フェライト単相凝固

フェライト単相で凝固を完了する．この凝固モードに

は，組成により冷却過程でオーステナイトを析出して，

室温組織がフェライト＋オーステナイト二相組織となる

場合と，フェライト単相組織のままの場合とがある．

各凝固モードの出現組成範囲を Cr 当量／Ni 当量

（Creq/Nieq）により整理した結果を模式的に図２に示

す．例えば，下記の当量式を用いた場合，Creq/Nieq≦1.48

で Aあるいは AFモード，1.48≦Creq/Nieq≦1.95 で FAモ

ード，Creq/Nieq≧1.95 で Fモードとなることが報告され

ている2)．

Creq＝[Cr]＋1.5[Si]＋[Mo]＋0.5[Nb]＋2[Ti]

Nieq＝[Ni]＋0.5[Mn]＋30[C]＋30([N]-0.06)
……⑴

ここで，[X] は元素 Xの含有量（mass%）

一方，溶接速度が大きい高エネルギー密度熱源溶接金

属では，上述のような凝固モードが凝固速度の影響を受

けることが知られている．図３3)に電子ビーム溶接による

ステンレス鋼溶接金属の凝固モードの出現組成範囲を示

す．凝固速度が速くなるに伴い，Aおよび AFモードの

出現組成範囲は高 Creq/Nieq側へ移行し，Aモードの出現

組成範囲が拡大する．同時に，Fモードの出現組成範囲

が低 Creq/Nieq側へ移行するため，AFおよび FAモード

の出現組成範囲が縮小することがわかる．なお，凝固速

度が限界速度以上となる凝固では固液間の溶質元素の分

配が行われず，液相の組成のまま凝固する無分配凝固

（マッシブ凝固4)）が生じることも知られている．

3.2 凝固偏析

合金の凝固過程での元素分配は分配係数に依存する．

ステンレス鋼の場合，凝固相によって各元素の固液分配

係数が異なるため，溶接金属内の凝固偏析状況は凝固モ

ードにより大きく異なる．図４5)はステンレス鋼における

各凝固モードに対応する Crおよび Niの凝固偏析挙動を

模式的に示したものである．Aおよび AFモードでは凝

固初晶部で Crと Niの両方が減少するのに対して，Fお

図1　ステンレス鋼の凝固モード

図3　電子ビーム溶接によるステンレス溶接金属の各凝固モード
の出現組成範囲

図2　Fe-Cr-Ni合金切断状態図上における各凝固モードの出現
領域および室温組織
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よび FAモードでは凝固初晶部で Crが濃化し逆に Niが

減少する．一方，最終凝固領域においては，Aモードで

は Crと Niが濃化し，Fモードでは Niの濃化と Crの減

少が生じる．Aおよび AFモードでは，凝固後の変態が

ほとんど生じず，オーステナイト中の元素の拡散速度も

小さいことから，凝固偏析が室温まで持ち来される可能

性が高い．このため，Aおよび AFモード凝固する溶接

金属では，凝固偏析に起因した割れや耐食性劣化が問題

となる場合がある．これに対して，Fおよび FAモード

では，凝固後にフェライト→オーステナイト変態が生じ

ることやフェライト中の各元素の拡散速度が大きいこと

から，室温では凝固偏析はかなり均一化される．

3.3 室温組織および組織図

ステンレス鋼溶接金属の室温組織を出現する組成範囲

で分類した結果を図２にあわせて示す．溶接金属の室温

組織は，Creq/Nieq値により，(a) オーステナイト単相，(b)

インターセルラーフェライト，(c) バミキュラーフェライ

ト，(d) レイシーフェライト，(e) アシキュラーフェライ

ト，(f) ウィドマンステッテンオーステナイト，(g) フェ

ライト単相と分類される．

ステンレス鋼溶接金属の室温組織およびδフェライト

量を予測する最も一般的な方法は組織図を用いる方法で

ある．図５はシェフラー組織図6)およびディロング組織図
7)を示したものである．シェフラー組織図ではδフェライ

ト量は体積率（%）で示されているが，ディロング組織

図では FN（フェライトナンバー）と体積率（%）が併記

されている．δフェライト量は，高温割れ防止の観点か

ら重要な制御因子であるが，冷却速度によっても変化す

る．図６8)は冷却速度によるδフェライト量の変化をシェ

フラー組織図上に示した結果である．δフェライト量0%

線は，冷却速度の増加に伴い低Ni当量側へ，100%線は逆

に高 Ni当量側へ移行し，二相混合領域が大幅に縮小す

る．このことは，電子ビーム溶接部やレーザ溶接部のよ

うに，冷却速度が大きい溶接金属では，δフェライト量

がシェフラー組織図より大きく変化することを示してい

る．δフェライト量 0%線が低 Ni当量側へ移行するの

は，急冷により凝固モードが FA/AFモード→ Aモード

に変化するためであり，100%線が高 Ni当量側へ移行す

るのは，急冷によりフェライト→オーステナイト固相変

態が抑制されるためであると考えられる．

図4　各凝固モードにおける合金元素の偏析状況

図5　ステンレス鋼の組織図

(a)シェフラー組織図 (b)ディロング組織図
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溶 接 割 れ

ステンレス鋼の溶接において問題となる溶接欠陥は主

として溶接割れである．溶接割れは，発生温度により高

温割れと低温割れに分類されるが，高温割れが問題とな

るのは，主にオーステナイト系および二相系ステンレス

鋼であり，低温割れが問題となるのは，主にフェライト

系，マルテンサイト系および二相系ステンレス鋼であ

る．

4.1 高温割れ

高温割れは，液膜が関与する凝固割れおよび液化割れ

と，固相状態の脆化に起因する延性低下割れに分類され

る．これらの割れは，溶接過程で付加される熱ひずみが

材料の破断ひずみを上回った場合に発生する．凝固割れ

は溶接金属において発生し，その他の割れは溶接金属お

よび熱影響部のいずれにも発生する．

4.1.1 凝固割れ

凝固割れは材料の凝固過程の終了期に近い，主として

結晶粒界に膜状の液相が存在する段階において，凝固収

縮や熱収縮により加わるひずみが，材料のもつ変形能以

上になった場合に発生する．図７9)はオーステナイト系ス

テンレス鋼の凝固割れ感受性に及ぼす（P+S）量および

Creq/Nieqの影響を示したものである．（P+S）量の増加に

伴い凝固割れ感受性は上昇する傾向が認められるが，

Creq/Nieq値が1.48以下になると凝固割れ感受性は極端に

増加することがわかる．Creq/Nieq<1.48 では，AFもしく

Aモード凝固となり凝固粒界が平坦となるのみならず，

凝固完了まで変態に伴う粒界移動も生じず，凝固最終段

階で粒界全体が液膜で覆われるため，凝固割れ感受性が

上昇するものと理解されている．

一方，δフェライトを含有するオーステナイト系ステ

ンレス鋼溶接金属の凝固割れ感受性に及ぼす室温でのδ

フェライト量の影響を図８9)に示す．凝固割れの最大割れ

長さは，δフェライト量が約10%で最小となり，それ以

下でもそれ以上でも凝固割れ感受性が高いことがわか

る．δフェライトによる凝固割れ感受性の改善原因とし

ては，以下のようなことが考えられる．①室温でδフェ

ライトが10%残留するのは，FAモード凝固に相当し，

凝固過程でフェライト→オーステナイト変態が生じ，最

終凝固域で液膜が粒界に島状となること，②オーステナ

イトよりフェライトの方が Sおよび Pなどの有害元素の

図6　ステンレス鋼溶接金属中のδフェライト量に及ぼす冷却速
度の影響

図8　ステンレス鋼溶接金属の凝固割れ感受性に及ぼすフェライ
ト量の影響

図7　ステンレス鋼溶接金属の凝固割れに及ぼす（P+S）量お
よびCr当量／Ni当量の影響 図9　超高純度ステンレス鋼溶接金属の凝固割れ感受性
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固溶度が大きいため，最終凝固粒界への不純物元素の偏

析量が低減すること，などの理由が考えられる．なお，

δフェライト量が増加するに伴い凝固割れ感受性が再び

増加するのは，固液共存温度幅が増加するためであると

理解されている．

超高純度ステンレス鋼（C，P，S，N，O，Mn，Siな

ど微量・不純物元素の総量≦100 ppm）の凝固割れ感受性

（凝固脆性温度域：BTR）を図９10)に示す．超高純度ス

テンレス鋼 SUS310EHPの BTRは，凝固割れ感受性が

低いことが知られている SUS304 と比較してもかなり小

さいことがわかる．したがって，超高純度ステンレス鋼

は，完全オーステナイト系でも凝固割れ感受性が非常に

低く，従来の溶接施工技術を一変させる革新性を有する

ものといえる．超高純度ステンレス鋼を用いて，BTR拡

大に及ぼす C，P，SおよびMnの寄与率を評価した結果

を図1010)に示す．凝固割れに及ぼすこれらの元素の本質的

な寄与率は，P：S：C：Mn≒1：1.3：0.5：0であること

が推定される．なお，一般の普通純度鋼では，凝固割れ

に対する Pの寄与が Sより大きいとされるのは，これら

の鋼にはMnが添加されているためである．すなわち，

Mnが SをMnSとして固定し，Sの凝固偏析を抑制する

ため，Sの凝固割れに対する影響が見かけ上軽減された

ものと考えられる．

一方，レーザ溶接や電子ビーム溶接では，凝固速度が

速いため，凝固モードが AFあるいは Aモードとなる

Creq/Nieq値が上昇する．図113)は YAGレーザ溶接部にお

ける凝固割れ感受性に及ぼす（P+S+B）量および

Creq/Nieqの影響を示したものである．YAGレーザ溶接金

属では，FA→AF/Aモードとなる Creq/Nieq値が約1.67と

なり，これに伴い Creq/Nieq値が約1.67以下で凝固割れ感

受性も上昇し，凝固割れ発生組成範囲が拡大することが

わかる．

4.1.2 延性低下割れ

延性低下割れ（脆化割れ）は溶接熱サイクル過程のあ

る温度域で，固相状態で付加応力が作用し，粒界が開口

する割れである．延性低下割れは溶接金属および熱影響

部の両方に生じ，特に，Crおよび Ni含有量が多いステ

ンレス鋼で延性低下割れが発生しやすい傾向がある．オ

ーステナイト系ステンレス鋼の延性低下割れ感受性（延

性低下温度域：DTR）を調査した結果（strain-to-frac-

ture試験による）を図1211)に示す．SUS304 では延性低下

割れ感受性は低いが，SUS310 では延性低下割れ感受性

が上昇することがわかる．また，スーパーオーステナイ

ト系ステンレス鋼 AL-6XN（20Cr-25Ni-6Mo-N鋼）は，

延性低下割れ発生の最低ひずみ値は低いものの，延性低

下温度域はあまり広くないことがわかる．なお，ステン

レス鋼の延性低下割れ発生に対しても，微量・不純物元

素（Pおよび S）の影響は大きく，超高純度ステンレス

鋼 SUS310EHPの延性低下割れ感受性は十分に低減され

ることが報告されている10)．

一方，多層盛溶接金属に生じる延性低下割れの例とし

ては，オーステナイトステンレス鋼多層盛溶接金属中の

ミクロフィッシャーがある．SUS316 および SUS308 鋼

では，多層盛溶接金属中の前層ビードの熱影響部のうち

1339～1589K（完全固相状態の温度域）に加熱された領

域でミクロフィッシャーが生じる．この合金のボンド近

傍の熱影響部では図1312)に示すごとく，先行ビードの熱サ

イクルによりδフェライトがオーステナイトに変態しフ

ェライト量が減少する，いわゆる，ハザード HAZと呼ば

れる領域が存在する．この領域では，フェライトからオ

ーステナイトへの変態に伴って，オーステナイト中に排

出された P，S，Siなどの不純物元素がオーステナイト

粒界に偏析することによって，粒界が脆化することがミ

クロフィッシャーの発生原因となっていると考えられて

いる．

図10　超高純度ステンレス鋼溶接金属の凝固割れ感受性に及ぼ
す微量・不純物元素の寄与率

図11　YAGレーザ溶接金属の凝固割れに及ぼす（P+S+B）量
およびCr当量／Ni当量の影響

図12　オーステナイト系ステンレス鋼溶接金属の延性低下割れ
感受性
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4.2 低温割れ

ステンレス鋼で発生する低温割れは，水素脆化が主た

る要因の割れと Hが関与しない脆化割れに大別される．

また，溶接冷却過程で発生する割れと，溶接後ある時間

経過後に発生する遅れ割れがあり，遅れ割れは Hが関与

する割れである．Hが関与しない脆化割れは，溶接部の

脆化が著しい場合に溶接冷却過程の変態や熱収縮に伴う

応力により発生する．このため，この脆化割れの発生の

主たる要因である溶接部の脆化現象については次章にお

いて述べ，本節では，水素脆化割れに限定して概説す

る．

ステンレス鋼中の Hの拡散速度は，炭素鋼や低合金鋼

と比較して約1/10～1/25であるため，割れ発生に至るま

での潜伏期間が長いのが特徴である．水素脆化割れの機

構は，基本的に炭素鋼や低合金鋼の場合と同様であり，

割れ発生の支配因子は拘束度，材料組織（硬さ）および

H 量である．図1413)にマルテンサイト系ステンレス鋼

（410鋼）溶接金属の低温割れ感受性（y型溶接試験にお

けるルート割れ）に及ぼす（C+N）量の影響を示す．

（C+N）量が増加するとマルテンサイト量が増加するた

め，低温割れ感受性が上昇することがわかる．なお，溶

接金属に Nbおよび Tiを添加すると，Cを NbCや TiC

として固定すると同時に，結晶粒粗大化を抑制するた

め，低温割れ感受性（脆化）を軽減させることが可能で

ある．また，水素脆化割れの改善には，予熱あるいは後

熱も有効であり，フェライト系ステンレス鋼 SUS405 で

は 373～423 K の予熱・後熱の併用が，SUS430 では

323Kの予熱が推奨されている．マルテンサイト系ステ

ンレス鋼 SUS410 でも，373～473K以上の予熱が有効と

されている．

一方，二相系ステンレス鋼（25Cr-5Ni）溶接金属の水

素脆化割れ発生に及ぼすシールドガス中の H量と溶接金

属中のフェライト量の関係を図1514)に示す．フェライト量

および H量の増加に伴い水素脆化割れ感受性が上昇す

る．二相系ステンレス鋼の水素脆化割れ感受性は，一般

に次式により評価できる．

DH＝α＋R/25＋4PH2

DH＞190：割れ発生
………………⑵

ただし，α：フェライト量，R：拘束度，PH2：シールド

ガス中の H量である．二相系ステンレス鋼では，フェラ

イト量40～70%の範囲において 473K予熱で水素脆化割

れが防止できることが報告されている14)．

溶接部の靱性

ステンレス鋼溶接部では，様々な要因により靱性が低

下することがある．フェライト系ステンレス鋼では，①

溶接時のガス吸収，②結晶粒の粗大化，③475℃脆化，な

どにより溶接部の靱性が低下しやすい．図1615)は，

SUS447J1 溶接金属の靱性に及ぼす Oおよび N量の影響

を示したものである．Oおよび Nの吸収により溶接金属

の遷移温度が大幅に上昇する．Oは酸化物となって破壊

の起点となること，Nは Cr2Nとしてへき開面に析出す

ることによって靱性を低下させるものと理解されている
16)．また，図1716)に示すように，773K付近での短時間加

熱により靱性が大きく低下する．これは，高 Cr鋼に典型

的なスピノーダル分解に起因した475℃脆化によるもの

図14　SUS410鋼溶接金属の低温割れ感受性に及ぼす
（Ｃ+N）量の影響

図13　ステンレス鋼多層盛溶接金属におけるハザードHAZ

図15　25Cr-5Ni二相系ステンレス鋼溶接金属における割れ発
生に及ぼすシールドガス中のH量とフェライト量の影響
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であり，溶接冷却過程で 773K付近を通過する時間が長

い場合には，脆化が生じることを示唆するものである．

オーステナイト系ステンレス鋼では，溶接金属の高温割

れ防止の観点から，数％以上のδフェライトを晶出させ

ることが有効であるが，873～1073Kでの加熱により，

δフェライト相がσ相に変態して，σ相脆化を引き起こす

ことがある．図1815)に示すようにδフェライト相が多いほ

どσ相の生成量が多くなるため，靱性低下が顕著とな

る．二相ステンレス鋼溶接部の靱性低下は，①フェライ

ト量（フェライト／オーステナイト相バランス），②炭窒

化物の析出，③σ相などの金属間化合物の析出，④475℃

脆化，などにより引き起こされる．図1917)は二相ステンレ

ス鋼溶接金属の靱性に及ぼすフェライト量の影響を示し

たものである．フェライト量が60%を超えると，低温靱

性が低下する．図2018)は二相ステンレス鋼熱影響部の靱性

に及ぼす窒化物量の影響を示したものである．Cr窒化物

の析出により靱性低下が顕著に認められる．また，図2119)

に示すように，σ相は数％の析出でも靱性を大きく低下

させることがある．特に，Cr，Mo，Ni含有量の多い高

耐食二相ステンレス鋼では，σ相の析出が助長されるこ

とから，σ相脆化の感受性が上昇するものといえる．

図16　SUS447J1溶接金属の靱性に及ぼすOおよびN量の影響

図17　SUS447J1溶接金属の恒温加熱時の等脆化度曲線

図18　オーステナイト系ステンレス鋼溶接金属の時効靱性に及
ぼすδフェライト量の影響

図19　二相系ステンレス鋼溶接金属の吸収エネルギーに及ぼす
フェライト量の影響

図20　二相系ステンレス鋼熱影響部での窒化物析出による靱性変化

(a)O量の影響

(b)N量の影響
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溶接部の耐食性

ステンレス鋼溶接部では耐食性の劣化が重大な問題と

なるため，溶接部の腐食形態と特徴および耐食性劣化機

構について説明する．

6.1 溶接部の腐食形態の分類

溶接部で生じる腐食は発生箇所から図22に示すごと

く，（a）母材腐食，（b）溶接金属腐食，（c）熱影響部腐

食（ボンドより離れた熱影響部），（d）熱影響部腐食

（ボンド近傍／両側），（e）熱影響部腐食（ボンド近

傍／片側），に分類される．タイプ（a）は，溶接金属の

耐食性が母材に比べてオーバーマッチングの場合に生じ

る腐食形態で，炭素鋼の溶接にオーステナイト系ステン

レス鋼溶接棒を用いた場合などがその例である．タイプ

（b）は，耐食性の低い溶接棒を用いた場合によくみられ

るが，共金系溶加棒を用いた場合でも溶接金属の耐粒界

腐食性や耐孔食性などが劣化している場合に生じる．ま

た，鋼種によっては溶接金属の表面に形成される酸化皮

膜によって，その下の溶接金属にすきま腐食が形成され

る例もみられる．タイプ（c）の代表例はオーステナイト

系ステンレス鋼や二相ステンレス鋼の熱影響部にみられ

る“ウェルドディケイ”であり，Cr炭化物の粒界析出に

起因した粒界腐食性の低下が原因となる．タイプ（d）の

腐食はフェライト系ステンレス鋼の熱影響部にみられる

もので，耐粒界腐食性や耐孔食性の劣化が原因となる．

また，ボンド近傍の熱影響部に発生する腐食に安定形オ

ーステナイトステンレス鋼におけるナイフラインアタッ

クがある．この現象の発生箇所はフェライト系ステンレ

ス鋼の熱影響部にみられる腐食域よりも狭く，ボンドに

ごく近接しているのが特徴である．タイプ（e）の腐食は

異材溶接を行った場合にみられるもので，両金属の電気

化学的特性の差に起因したガルバニック腐食によるもの

である．

6.2 溶接部の腐食現象および機構

6.2.1 粒界腐食

（1）ウェルドディケイ

Ti，Nbなどを含まない非安定化鋼で，かつ，C含有量

が中程度以上のオーステナイト系ステンレス鋼の熱影響

部はある種の腐食環境下で粒界腐食を生じる．粒界腐食

を生じるのは図2320)に示すごとく，溶接過程で最高到達温

度が約 923～1173Kとなる溶接金属に平行な幅が約 3～

8mmの領域である．この現象はウェルドディケイと呼

ばれており，ステンレス鋼溶接部における代表的な粒界

腐食現象のひとつである．ウェルドディケイの原因は溶

接過程における Cr炭化物の結晶粒界への析出による粒界

近傍の Cr欠乏層形成に起因した鋭敏化である．熱影響部

の高温に加熱される領域が鋭敏化されないのは図23に示

すごとく冷却過程で鋭敏化温度域を通過する時間が短い

ためであり，低温側では鋭敏化温度域に最高到達温度が

達しないか，もしくは鋭敏化温度域での保持時間が短い

ことによる．熱影響部の鋭敏化の程度は鋼中の C含有

量，溶接入熱，溶接パス数の増加に伴い大きくなると同

時に，鋭敏化される領域も拡大する．

図21　二相系ステンレス鋼の靱性に及ぼすσ相析出量の影響

図22　ステンレス鋼溶接部の腐食形態組織（模式図）

図23　SUS304溶接熱影響部におけるウェルドディケイの発
生位置と溶接熱サイクル曲線



590

48 溶接接合教室－基礎を学ぶ－　才田：2-8　ステンレス鋼の溶接性

（2）ナイフラインアタック

Tiもしくは Nbなどを添加した安定形オーステナイト

系ステンレス鋼の溶接部において，図22 (d) に示したご

とく溶接金属に沿ったごく幅の狭い熱影響部が腐食され

る現象があり，ナイフラインアタックと呼ばれている．

この現象は熱影響部が多層盛溶接時の後続パスの熱サイ

クルや使用中の熱履歴により鋭敏化温度域に加熱された

場合に生じる溶接部に特異な粒界腐食形態である．この

現象の原因は図2421)に示すごとく溶接過程で TiCもしく

は Nb (C, N) が固溶し，ボンド近傍の熱影響部が脱安定

化され，その後に鋭敏化温度域の熱履歴を受けることに

より，Cr炭化物が粒界に析出し鋭敏化されるためであ

る．

6.2.2 孔食

一般のオーステナイト系ステンレス鋼溶接金属の耐孔

食性は図25に示すごとく母材に比べて劣化する傾向がみ

られる．また，C含有量の多い鋼種ほど劣化の程度が著

しい．耐孔食用高 Moオーステナイト系ステンレス鋼に

おいては Mo添加量の増加に伴い母材の耐孔食性は向上

するのに対して，溶接金属のそれがあまり改善されない

ため，溶接金属の劣化幅が大きくなる傾向がある．この

ように，溶接金属では耐孔食性を向上させる元素の添加

によっても十分な耐孔食性改善効果が得られないのが問

題である．溶接金属における孔食の発生位置は鋼種によ

って大きな差異がみられる．すなわち，SUS304 もしく

は SUS308 などフェライト初晶で凝固する鋼種において

は，孔食が主にフェライト／オーステナイト（δ／γ）粒

界に発生し，δ／γ粒界に析出する Cr炭化物周囲の Cr

欠乏層形成が主たる原因となる．一方，オーステナイト

初晶で凝固する鋼種では，孔食が主にフェライト／オー

ステナイト（δ／γ）粒界に発生し，セル中央部でMoも

しくは Crなどが貧化するため，セル中央部での耐孔食性

が局部的に低下することが原因と考えられている．

二相ステンレス鋼の母材では，フェライトとオーステ

ナイトの相比が均一となるように組成が調整されている

が，溶接部においては熱サイクルによる組織変化により

オーステナイト量が大幅に減少する21)．この組織変化に伴

い，溶接部の耐孔食性が従来のオーステナイト系ステン

レス鋼に比べてもさらに著しい劣化を示すことが指摘さ

れている．図26はその一例を示したもので，約 1473K以

上の加熱により耐孔食性が大幅に低下していることがわ

かる22)．この領域はフェライト量が増加する領域に対応し

ており，固溶しきれなくなった Cもしくは Nが Crと化

合してδ／γ粒界に析出し，Cr系析出物の周囲に Cr欠

乏層を形成することが耐孔食性劣化の主原因である．こ

れに加えて，フェライト量が増加すること，および溶接

過程で析出するオーステナイトとフェライトの間では拡

図24　SUS321およびSUS347におけるナイフラインアタッ
クの発生機構

(a)SUS321

(b)SUS347

図25　オーステナイト系ステンレス鋼の溶接金属と母材の耐孔
食性の比較
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散が遅い置換型元素の分配が生じにくいことにより，フ

ェライト中の CrもしくはMo量が低下し，フェライト自

体の耐孔食性が劣化するのも二次的な要因となる．

6.2.3 すきま腐食

すきま腐食は溶液がたまり停留する箇所に生じる腐食

であり，すきま内外の酸素濃淡電池の形成が原因とされ

ている．不適正な条件で溶接した場合に生じるアンダー

カット，オーバーラップおよび融合不良などは隙間の形

成箇所となり，すきま腐食を生じることがある．溶接に

伴う材質的な変化も耐すきま腐食性を劣化させ，溶接部

のすきま腐食の一因となる．図2723)は母材および溶接部の

すきま腐食発生臨界温度と Mo量の関係を比較した結果

である．溶接部は母材に比較して臨界温度が約 20Kも低

下する場合があり，すきま腐食感受性が大きいことがわ

かる．溶接部における耐すきま腐食性の劣化原因は耐孔

食性のそれとほぼ類似である．

6.2.4 異材継手部の腐食

化学プラントなどでは設計上もしくは経済上の理由か

らステンレス鋼と他の材料を溶接する場合や，機械的性

質などの特性を確保するため，同種のステンレス鋼でも

異なる鋼種の溶加棒を用いて溶接する場合が少なくな

い．このような異種材料の継手を腐食環境下で使用した

場合，境界部においてそれぞれの材料の持つ腐食電位の

差に起因した局部電池が形成され，境界部付近のアノー

ドとなる材料が著しく腐食される，いわゆるガルバニッ

ク腐食を生じる．ガルバニック腐食は異種材料間の腐食

電位の差に起因したものであることから，使用環境下に

おける各種材料の腐食電位を知ることがその発生の予測

および防止に重要である．表２24)は常温海水中における各

種材料の腐食電位を示したものである．この表の上下関

係から継手部でアノードとなる側の材料が，また，腐食

電位の差の大きさから腐食の程度の目安が得られる．

6.2.5 溶接部の応力腐食割れ

（1）塩化物応力腐食割れ

応力腐食割れは化学プラントなどにおけるステンレス

鋼溶接部の腐食損傷事例の中でも発生率が高く，最も注

意を要する腐食形態のひとつである．応力腐食割れは各

種の腐食環境下で生じるが，その代表的なものが Cl－イ

オンを含む環境下での塩化物応力腐食割れである．この

種の応力腐食割れが問題となるのは主にオーステナイト

系ステンレス鋼であるが，条件が揃えば他の系のステン

レス鋼においても発生する．塩化物応力腐食割れが溶接

部で発生比率が高い理由は，主として溶接部に材料の降

伏点に相当する高い残留応力が存在することによる．溶

接部においては，高い残留応力のため，母材に比べて低

温，低 Cl－イオン濃度においても応力腐食割れの発生が

図26　二相ステンレス鋼再現熱影響部におけるフェライト量と
耐孔食性の関係

図27　オーステナイト系ステンレス鋼母材および溶接部のすき
ま腐食発生臨界温度に及ぼすMo量の影響

表2　常温海水中における各種金属の腐食電位
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みられる．溶接部に生じる応力腐食割れは，母材と同様

に粒内割れが主体となるが，粒界選択腐食性がある溶液

中では，鋭敏化された熱影響部において粒界割れを生じ

る場合もある．

オーステナイト系ステンレス鋼の溶接金属には，溶接

割れ防止のために数％のδフェライトを含有させている

ものが多い．この場合，溶接金属の応力腐食割れによる

破断寿命は母材よりも長くなる傾向がみられる．これは

δフェライトにより割れの伝播が阻止されるためであ

り，この効果はキー効果（Keying effect）と呼ばれてい

る．

（2）高温純水中応力腐食割れ

高温純水中の応力腐食割れは，原子炉（BWR）のオー

ステナイト系ステンレス鋼配管系の溶接部で発見されて

以来一躍注目を集めた現象である．このタイプの応力腐

食割れは熱影響部の鋭敏化域に発生し，粒界割れであ

る．高温純水中の応力腐食割れの材料側の主たる要因

は，Cr炭化物析出に起因した Cr欠乏層の形成である．

高温純水中での応力腐食割れ発生の材料要因として考

慮すべき現象に，低温鋭敏化（LTS）がある．低温鋭敏

化とは，ステンレス鋼を恒温鋭敏化（TTS）曲線のノー

ズ付近に短時間加熱する熱サイクルを与えた後，670K

程度の比較的低い温度に長時間保持することにより顕著

な鋭敏化を生じる現象をいう．この現象は，最初の熱サ

イクルにより Cr炭化物が核生成し，これがその後の鋭敏

化温度域以下の温度での保持過程で成長するのに伴い，

その周囲により著しい Cr欠乏層が形成されることによる

と説明されている．原子炉の運転時における配管系の温

度は約 660Kであり，溶接のまま状態では鋭敏化されて

いない熱影響部でも，長時間の運転中に鋭敏化される危

険性が生じる．

お わ り に

本稿では，ステンレス鋼溶接部の組織的特徴について

述べるとともに，溶接継手特性を支配する溶接割れ，脆

化および耐食性劣化など現象に対して，それらの発生挙

動と機構を概説した．ステンレス鋼は種類が多く，鋼種

により溶接部に生じる材料挙動が複雑かつ多様であるた

め，それらに伴い溶接部組織，欠陥発生挙動あるいは継

手特性などに大きな差異が生じる．本稿では，これらを

詳説するには至っておらず，ステンレス鋼の溶接性に関

する問題点についても不備や説明が十分でない点が多々

あるものと思われる．これらの点をご容赦頂きますとと

もに，至らぬ点はステンレス鋼の溶接に関する多くの解

説や書籍をご参照頂くこととし，本稿がステンレス鋼の

溶接性を概観する上での一助になれば幸いである．
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