技術資料

低温下における経年鋼材の脆性破壊に関する検討
表 真也＊ 三田村 浩＊＊ 西 弘明＊＊＊ 今野 久志＊＊＊＊ 廣畑 幹人＊＊＊＊＊ 金 裕哲＊＊＊＊＊＊

１．はじめに

２．シャルピー吸収エネルギー値47J 設定の背景

寒冷地における構造物の材料については、凍害によ

英国船級協会ロイドは（以下、ロイド協会）、第二次

る劣化や低温下における特性の変化など、寒冷地特有

世界大戦後、溶接船の脆性破壊事故（図－２）の調査を

の性能低下が確認されている。

実施すると共にシャルピー衝撃試験を行った。脆性破

平成８年の道路橋示方書改定では、普通鋼材の板厚
は100㎜までその適用範囲を広げたところであるが、
現行の道路橋示方書においても、
「気温が著しく低下

壊が発生した船舶に使用されていた鋼板のシャルピー
衝撃試験結果を図－３に示す１）。
横軸は吸収エネルギー、縦軸は延性破面率である。

する地方に架橋される橋は、使用する鋼材の低温靭性

図中のシンボルは破壊様式を示しており、○印は延性

に対する注意喚起がなされている。

破壊、あるいは、き裂が停止した鋼板、●印は脆性破

図－１には、北海道の最低気温分布図を示すが、北

壊した鋼板、×印は両者の中間的な破壊様式を呈し

海道においてもコスト縮減を目的として、合理化橋梁

たことを表す。なお、試験温度は０～ 20℃を中心に

の架橋が進められていることから、厚板鋼材の靭性を

実施されており０℃以下は極めて少ない。シャルピー

確認することが必要と考えられる。
しかしながら、低温下における厚板鋼材の規格値な

៊்ㇱ㩷

どが定められていないことから、低温下での材料特性
に関する研究が不可欠な状況にある。
本研究では、寒冷地における低温下での靭性確認と
して、破壊靭性評価に関する指標の提案を目的に従来
から行われているシャルピー試験、さらには一般溶接
構造物の構造要素の破壊安全性評価に用いられている
CTOD 試験を実施したのでそれらの結果について報
告する。なお、本研究は、溶接・接合技術に関する多

図－２

様な研究成果と豊富な知識を蓄積している大阪大学と
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の共同研究として実施した。
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北海道の最低気温分布図

図－３

ロイド協会によるシャルピー衝撃試験結果１)
寒地土木研究所月報

№700

2011年９月

吸収エネルギー値47J 以下および延性破面率30% 以下
の場合、脆性破壊が発生する可能性が高いとロイド協
会は判定した。この試験結果を基本として、０℃にお
いてシャルピー吸収エネルギー値47J 以上を有するこ
とが、脆性破壊しない靭性保証の簡便な指標として提
示された。
３．破壊靭性評価に関する検討
ここでは、低温環境下における鋼材の破壊靱性評価
を行うことを目的にシャルピー衝撃試験および CTOD
試験について整理する。
３．１

供試鋼材の選定

ロイド協会による吸収エネルギー値47J の提示は
1958年
（昭和33年）
になされたが、低温下における鋼材
の規格値がみられないことから、吸収エネルギー値
47J が制定された当時（昭和27年建設）の鋼材を用い
て、低温下における鋼材の材料特性を整理する。
写真－１に供試鋼材を採取した旭橋を、表－１に橋

写真－１

梁概要を示す。選定した橋梁は、この時期から現在に
至るまで北海道芦別市において、50年以上も寒冷地の
過酷な環境下で供用されていた鋼材である。供試鋼材
は支点近傍ウェブに使用されていた鋼材（板厚10mm）
を用いた。
表－２に供試鋼材の化学成分分析結果とロイド規定
に使用した材料の化学組成を示す。供試材料の化学組
成はロイド規定に使用した材料と比較して、P や S な
どの不純物の含有量はやや少ないが、C や Mn の含有

表－１
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ることが分かった。

表－２

図－４には、引張試験片を作成し JISZ2241に基づ

る。 供 試 鋼 材 の 降 伏 応 力；267MPa、 引 張 強 さ；
424MPa、伸び；22％であり、現在の SS400の規格を
満たすことが確認された。
表－３

化学成分分析結果
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き引張試験を実施した供試鋼材の応力－ひずみ関係
の機械的性質と現在の JIS の SS400規格値を示してい
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量はほぼ同じであり、概ね同様の成分で組成されてい

を、表－３には、引張試験結果より得られた供試鋼材
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図－４
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引張試験結果
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３．２

シャルピー衝撃試験と試験結果

供試鋼材に対して、シャルピー衝撃試験（JIS Z2242）
を実施した
（写真－２：シャルピー衝撃試験機）。
シャルピー衝撃試験では、V ノッチ試験片に対して
高速で衝撃を与えることで試験片を破壊し、破壊に要
する吸収エネルギーと試験片の破面性状を評価する。

試験温度 +20℃ ( 延性破面 )

シャルピー衝撃試験後の試験片を写真－３に、エネ
ルギー遷移温度および破面遷移温度を求めるためのシ
ャルピー吸収エネルギーおよび脆性破面率の遷移曲線
を図－５に示す。図（a）中の点線は脆性破壊と延性破
壊の境界温度であるエネルギー遷移温度を示す。延性

試験温度 -60℃ ( 脆性破面 )

破壊を呈する領域は、規定された温度における３個の

写真－３ 実験後の試験片

試験片の吸収エネルギーの平均値が最高吸収エネルギ

250

面率50％を脆性破壊と延性破壊の境界と定義される破
面遷移温度を示す。図（a）,（b）中の実線は、WES2805
に提示される吸収エネルギーの近似曲線 ２）
（式（1）,
（2）
）を描いたものである。定数および遷移温度 vTE や
vTS は、最小自乗法により設定する。

（1）

( )
ๆࠛࡀ࡞ࠡ vE (J)

ーの50％以上とされている。図
（b）中の点線は脆性破

Approximatio n by
WES2805 (E q. (1))
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vE（T）：吸収エネルギーの近似曲線
B（T）
：脆性破面率の近似曲線

（定数は最小自乗法により決定）
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ka（=－0.0571）、kb（= －0.0620）：定数
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写真－２
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シャルピー衝撃試験結果

シャルピー衝撃試験機
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図－５
（a）より、WES2805に提示される吸収エネル
２）

ギーの近似曲線 から、脆性破壊と延性破壊の境界と

価、または材料選定のための材料評価に用いることが
できるものである。

なる吸収エネルギー遷移温度 vTE は－7.7℃、シャルピ

これより鋼材の破壊力学的な靭性評価指標である限

ー吸収エネルギー vE は107J となる。vTE は実験温度

界 CTOD 値を求めるため、－100℃～ 20℃の試験温

であり WES3003の材質、板厚による影響を考慮した

度において３点曲げ CTOD 試験４）を実施した。

補正式３）
（3）を適用して使用温度を求めると使用温度

試験状況を写真－４に示す。機械切欠から疲労予き

は－33℃となる。図－６は、式（3）の温度変換式を図

裂を挿入した試験片を３点曲げ試験に供し、荷重と機

で示したものである。

械切欠部に取付けたクリップゲージ変位との関係を得
た。荷重－クリップゲージ変位関係の一例を図－７に
示す。試験温度が－30℃および－40℃の場合、最大荷
重到達後、荷重低下を確認した。すなわち、延性破壊
した。一方、試験温度が－45℃、－50℃、－70℃の場
（3）

合、最大荷重到達後、大きく塑性変形することなく破
断する脆性破壊を呈した。

ここに、

最大荷重時におけるクリップゲージ変位の塑性成分

vTE（= －7.7℃）：エネルギー遷移温度
2

量から、限界 CTOD 値を算出した。限界 CTOD 値と

σyo（=235N/mm ）：破面遷移温度

試験温度の関係を図－８に示す。図中、白抜きのシン

t（=10mm）
：板厚

ボルは延性破壊、黒塗りのシンボルは脆性破壊したこ

2

σ
（=140N/mm ）：使用応力度

とを表している。この結果から、供試鋼材は CTOD

T（℃）
：最低使用温度

試験において－45℃以下で脆性破壊する結果となっ

T = －7.7－
（166.3－0.13×235－6√10

た。

－17976/235×
（140/235+0.6）
）
=－33.1→－33℃

図－６

タ⩄ⵝ⟎㩷

板厚に対する遷移温度の変換
⹜㛎 
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CTOD 試験と試験結果

鋼材の破壊を防止するためには鋼材の強度特性を示
すパラメータを求める必要がある。CTOD（Crack
Tip Opening Displacement：き裂先端開口変位）試験
は金属材料に対して疲労予き裂試験片を用いて不安定

㐿ญᄌ⸘᷹↪䉪䊥䉾䊒䉭䊷
䊷䉳

破壊が開始する破壊靭性を決定するために用いられる
試験 で あ り、 こ の 試 験 方 法 に よ り 求 め ら れ る限 界

写真－４

低温下での CTOD 試験

CTOD 値は一般溶接構造物の構造要素の破壊安全評
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t（=10mm）：板厚
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シャルピー吸収エネルギーの遷移曲線に基づく限界
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CTOD 値の推定遷移曲線は、CTOD 試験の実験結果

6

と良く一致している。これより、一連の低温下における
経年鋼材（旭橋）の試験結果から、CTOD 試験とシャ

4

ルピー試験との間に相関関係があることが確認できた。
CTOD 試験は、疲労予き裂から不安定破壊（脆性破

2

壊）が発生する温度を直接的に求めることができる試
験方法であるが、試験費用が高価である。このことか

0
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図－７

1

により吸収エネルギー遷移温度を求め、材質および板
厚による補正により使用温度を求めることで脆性破壊

荷重－クリップゲージ変位関係

を安全側に評価できる可能性が示唆された。

٤ᑧᕈ⎕უ 
٨⣀ᕈ⎕უ

Critical CTOD δcr (mm)

ら比較的安価で簡易な試験方法であるシャルピー試験

４．まとめ
（1）英国船級協会ロイドによる調査が実施された時期
（約50年前）から現在に至るまで、寒冷地の過酷環

0.1

境下で供用された旭橋に使用されていた鋼材の機
械的性質は現在の SS400の規格を満たすことが確
認された。
（2）旭橋に使用されていた鋼材を CTOD 試験に供し

-45͠

0.01
-120-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40
Temperature T (͠)
図－８

た結果、－45℃以下で脆性破壊することを確認し
た。
（3）低温下においてもシャルピー試験と CTOD 試験
との間に相関関係があることを確認した。

三点曲げ CTOD 試験結果
今後、更に鋼材の溶接部の靭性試験を行い、低温下

３．４

における厚板鋼板の脆性破壊防止に対する評価手法を

シャルピー試験と CTOD 試験との関係

シャルピー吸収エネルギーと限界 CTOD 値には相

確立したいと考えている。

２）

関関係があることが知られている 。この相関式は
WES2805による相関曲線 式（4）で示される。
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