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抄 録
天然ガス需要の増加に伴い高圧ガスパイプライン網の拡充が進んでいる。高圧ガスパイ

プラインを健全に操業するために，地震動により大きなひずみを受けた場合でもガス漏洩
（リーク）に至らないように設計し，その性能をより合理的に確保することが求められてい
る。高圧ガスパイプラインが大ひずみを受けた際に想定される破壊モードとして，周溶接
継手部に存在する溶接きずからの延性き裂の発生・進展があげられる。当社は，溶接きず
から延性き裂が発生・進展してもリークに至らないように高圧ガスパイプラインを合理的
に設計・建設する技術の開発に取り組んでいる。本稿では，周溶接継手部の材料特性の情
報のみから延性き裂発生・進展をシミュレートする手法について概説し，大ひずみ下で
リークに至る限界溶接きず寸法予測技術としての適用性について検討した結果を紹介する。

Abstract
High-pressure gas pipeline network has been expanded with the increase of natural gas
demand. To operate high-pressure gas pipelines safely, the pipelines shall be designed
not to leak gas even if an earthquake causes them large deformation, and to be able to
obtain their performance more reasonably. One of the failure modes of high pressure
gas pipelines deformed largely is ductile fracture initiated from the circumferential weld
flaws. Nippon Steel and Sumikin Engineering Co., Ltd. has been developing the rational
design and construction technique not to cause the occurrence of gas leakage from high
pressure gas pipelines if the ductile cracks initiated and propagated from the weld
flaws. This report summarized the simulation method by which ductile crack initiation
and propagation can be predicted only using the information of material properties in
the circumferential weld . Then , the adaptability of the simulation technique to the
allowable weld flaw size estimation in pipelines subject to large deformation was studied.
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図１ 許容溶接きず寸法予測フロー
Fig．１ Flow chart for allowable weld flaw size prediction

図２ 許容溶接きず寸法予測概念図
Fig．２ Schematic diagram of allowable weld flaw size
prediction

１ 緒言
近年の構造用鋼は強度・靱性といった機械的特性

が向上しているため，そのような材料を用いた構造
部材や構造物での直接的な脆性破壊事故は減少して
いる１）２）。一方，地震などの際に大きな塑性変形を
伴って起きる延性破壊や，延性き裂が発生・進展し
た後に起こりうる不安定なき裂成長を伴う延性破壊
の懸念が残る。そのため，構造物の安全性確保の観
点から延性き裂の発生・進展を評価する必要性が高
まってきている。
天然ガスを輸送する高圧ガスパイプラインは，急

激な日本のエネルギー事情の変化から基幹インフラ
としてより重要な役割を果たしており，その信頼性
確保のため大きなひずみを受けて延性き裂が発生・
進展したとしても，リークさせないことが要求され
ている３）４）。高圧ガスパイプラインの周溶接継手が
大ひずみを受けた際に想定される破壊モードとし
て，溶接きずからの延性き裂の発生・進展があげら
れる。ガス事業者などは，この破壊モードに対する
高圧ガスパイプラインの安全性を，表面切欠付き広
幅試験や切欠付き実管による引張試験や曲げ試験な
どにより実証している５）。
当社は，溶接きずから延性き裂が発生・進展して

もリークに至らないように高圧ガスパイプラインを
合理的に設計・建設する技術の開発に取り組んでお
り，延性き裂が発生・進展し，板厚貫通するまでの
挙動シミュレーション技術があれば，パイプライン
の合理的な設計のために有効なツールとなると考え
ている。
大きなひずみをうける構造物の延性き裂発生・進

展シミュレーション手法として，大畑らは延性損傷
数理モデルを用いた方法を提唱している６）７）８）。こ
れは応力／ひずみ集中部からの延性き裂の発生およ
び進展の挙動が異なることに着目し，実験室レベル
の試験で得られる鋼材の強度特性としての「（a）応
力－ひずみ曲線」に加えて，延性特性としての「（b）
切欠き延性」と「（c）延性の応力多軸度依存特性」の３
つの材料特性を用いる手法である。
本開発では，大ひずみ下で高圧ガスパイプライン

の周溶接部から発生・進展した延性き裂が板厚貫通
しない許容溶接きず寸法を予測する技術の獲得を目

指した。その手法として前記延性損傷数理モデルを
用いた延性き裂発生・進展シミュレーション技術の
適用性について検討を行った。

２ 許容溶接きず寸法予測手法
溶接きずから延性き裂が発生・進展してもリーク
に至らないような許容溶接きず寸法を求める手順を
図１に示す。
先ず溶接部を母材部（BM），溶接金属部（WM），
及び熱影響部（HAZ）の各領域に分けて，①機械試
験により前述の３つの材料特性を求める。次に，
②得られた材料特性を有する鋼管溶接継手（きず入
り）をモデル化し，③シミュレーションによりリー
クまでの限界ひずみを求める。④きず寸法を変更
し，再度②～④を数回繰り返すことで，⑤図２に示
す限界ひずみ－限界きず寸法の関係を得る。⑥パイ
プラインが受ける想定最大ひずみ時の限界きず寸法
を，許容きず寸法とする。
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図３ 標準サイズ試験片と微小サイズ試験片（単位：mm）
Fig．３ Normal size and small size specimen（Unit：mm）

図４ 周溶接継手断面マクロ（表面余盛部削除）
Fig．４ Cross section of circumferential weld（reinforce-
ment removed）
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図５ 試験片形状の違いによる強度特性比較
Fig．５ Equivalent stress-equivalent plastic strain curves
obtained by normal and small size specimen

図６ 試験片形状の違いによる延性特性比較
Fig．６ Ductile properties obtained by normal and small
size specimen

３ 延性き裂発生・進展挙動シミュ
レーション

３．１ 溶接部材料特性の取得
延性損傷数理モデルを用いた延性き裂発生・進展

シミュレーションに用いる材料特性を取得するため
の機械試験について述べる。
３．１．１ 微小サイズ試験片
通常，前述した３つの材料特性を求めるための試

験では，図３に示す標準サイズ試験片を用いる。し
かし，溶接継手中のWMやHAZは微小な領域で
あり，従来の大きさの試験片を採取することはでき
ない。そこで，これらの微小領域から採取可能な図
３に示す微小サイズ試験片を発案した９）。本手法で
は「（a）応力－ひずみ曲線」の取得に平滑微小引張試
験片，「（b）切欠き延性」の取得に片側切欠き付微小
引張試験片，及び「（c）延性の応力多軸度依存特性」
の取得に四面切欠き付微小引張試験片を用いた。

３．１．２ 溶接継手
機械試験に用いる試験片を採取する周溶接継手は

AWS A５．１８に規定される溶接ワイヤを用いて，ガ
スシールドアーク溶接により下向姿勢で狭開先多層
溶接を行い作製した。母材は外径１６４mm，板厚９
mmのAPI ５L X６５シームレス鋼管を用いた。溶
接部の断面写真を図４に示す。

３．１．３ 微小サイズ試験片による材料特性の妥当性
検証
考案した微小サイズ試験片により得られる材料特
性の妥当性を検証するため，X６５鋼管母材（BM）を
対象として，微小サイズ試験片と標準サイズ試験片
で得られる特性を比較した。得られた応力－ひずみ
曲線を図５に，切欠き延性および延性の応力多軸度
依存特性を図６に示す。
微小サイズ試験片で得られた特性は，標準サイズ
試験片で得られた特性と同等であり，微小サイズ試
験片により得られる材料特性の妥当性が示された。
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図７ 応力－ひずみ曲線
Fig．７ Equivalent stress-equivalent plastic strain curves
obtained by small size specimen

図８ 延性特性
Fig．８ Ductile properties obtained by small size specimen

３．１．４ 微小サイズ試験片による材料特性取得
微小サイズ試験片を用いて，溶接部局所領域

（WMおよびHAZ）の強度・延性特性を取得した。
なおHAZは比較的微細な結晶で構成されたFine
grain HAZ（FGHAZ）と粗い結晶組織となっている
Coarse grain HAZ（CGHAZ）の２つの領域に分けて
材料特性を取得した。前述の微小サイズ試験片によ
るBMの材料特性と併せて，各領域の応力－ひず
み曲線を図７に，切欠き延性および延性の応力多軸
度依存特性を図８に示す。

図８より，WMはBMに比べて延性（切欠き延性
と延性の応力多軸度依存特性）が低く，FGHAZは
BMと同等である。CGHAZは切欠き延性はBMと
同等であるが，延性の応力多軸度依存特性はBM
よりやや高い。

３．２ 周溶接継手延性き裂発生・進展シミュレー
ション
３．１．２で示した周溶接継手の引張負荷によるリー
ク限界を把握するため，溶接きずの存在を想定した

モデルを用いて，延性き裂発生・進展シミュレー
ションを行った１０）。なお，シミュレーションには，
図７に示した「（a）応力－ひずみ曲線」と図８に示し
た「（b）切欠き延性」「（c）延性の応力多軸度依存特
性」を用いた。

３．２．１ シミュレーションケース
シミュレーションモデルは，図９に示す長さ５０
mm，深さ３mm，先端半径０．１５mmのきずが２つ
存在する場合を想定した。また，図１０，１１に示すよ
うに，きずが鋼管外面または内面に，WMまたは

図９ シミュレーションモデルのきず寸法と形状（単位：mm）
Fig．９ Flaw shape and size of simulation model（Unit：
mm）

図１０ シミュレーションモデル（単位：mm）
Fig．１０ Simulation model（Unit：mm）

図１１ きず導入位置
Fig．１１ Flaw locations
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Simulation First leak location ε GL for leak
p＝０MPa Outer WM １．３％
p＝３５．４MPa Outer WM １．０％

表１ リーク限界ひずみ（シミュレーション）
Table１ Limit strain for leak（Simulation）

図１４ 人工きず形状・寸法（単位：mm）
Fig．１４ Artificial flaw shape and size（Unit：mm）

CGHAZに存在する場合の計４条件について検討し
た。また，内圧は０MPa および３５．４MPa（設計係数
（周方向応力／規格保証最低降伏応力）０．７２）の２条
件についてシミュレーションを行った。

３．２．２ シミュレーション結果
内圧なしの結果として，溶接部を中心とした距離

３００mmの標点間ひずみ（Gage length strain： ε GL）
と最大延性き裂長さ（Δamax）の関係を図１２に示す。
図中の矢印はリークを示している。き裂発生（Δamax
＝０）は，いずれのきず位置もほぼ同じ標点間ひず
みレベルの約０．４％で生じていた。一方，その後の
き裂進展は明確な差異を呈し，リークまでのひずみ
が最も小さかったのは外面WM部であった。また，
HAZにきずを設けたモデルはき裂進展初期におけ
る進展抵抗が非常に高くなった。
内圧ありの場合について， ε GL と Δamax の関係を

図１３に示す。内圧なしの場合と同様に，き裂発生
（Δamax＝０）は，いずれのきず位置もほぼ同じひず
みレベル約０．３％で生じており，リークまでのひず
みが最も小さかったのは外面WM部であった。
内圧ありとなしの外面WMでの限界ひずみを表
１に示す。内圧の影響で限界ひずみが低下すること
が分かった。

以上の結果から，本シミュレーション手法は内圧
有無や溶接きず位置の異なる場合でも，延性き裂発
生・進展挙動を捉えて，リークに至るまでの解析が
できることが分かった。

４ 実管引張試験
シミュレーションで得られた結果の妥当性を検証
するため，人工きず入りの鋼管周溶接継手引張試験
を実施した。実管引張試験には，３．１．２に示した周
溶接継手と同様の継手を用いた。なお，試験体は図
４に示すマクロ写真のように表面余盛部を削除した
ものを用いた。

４．１ 引張試験方法
シミュレーションに合わせて，内圧なし（０
MPa）と内圧あり（３５．４MPa）の２条件について検討
するため，２体の試験体を用意した。各試験体に
は，外面WM部，外面HAZ部，内面WM部および
内面HAZ部の４ヶ所に放電加工で人工きずを導入
した。人工きずの形状・寸法・位置を図１４に示す。

図１２ 標点間ひずみと最大延性き裂進展量の関係（p＝０MPa）
Fig．１２ Gage length strain vs maximum ductile crack
growth（p＝０MPa）

図１３ 標点間ひずみと最大延性き裂進展量の関係（p＝３５．４MPa）
Fig．１３ Gage length strain vs maximum ductile crack
growth（p＝３５．４MPa）
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図１５ 継手試験体概略図（単位：mm）
Fig．１５ Tensile test specimen of welded pipe（Unit：mm）

図１６ 周溶接継手の展開図（単位：mm）
Fig．１６ Measurement device and locations on the weld joint
（Unit：mm）

人工きず入り鋼管周溶接継手の両端部にエンド
キャップを取り付けた図１５に示す寸法の試験体を用
いて，載荷速度１．８mm/min で引張試験を行った。
内圧あり試験体は設定内圧値に達するまで昇圧を
行ってから載荷を開始し，載荷中も常に設定内圧値
を維持するように制御した。両試験体ともに設けた
４カ所の人工きずの内，いずれか１箇所から発生し
たき裂が板厚貫通した段階で引張載荷を終了するこ
ととした。

４．２ 測定項目
測定機器と測定位置を鋼管継手部の展開図である

図１６に示す。４つの人工きずを跨ぐ３００mmの距離
の鋼管外面に変位計を設置し，その間のひずみを標
点間ひずみ ε GL とした。また，外面きず部にはク
リップゲージを表面から高さ５mmの位置に設置
し，開口量をVg５とした。その他引張荷重，内圧値
を測定した。

４．３ 引張試験結果とその分析
４．３．１ 測定データ結果
図１７に荷重と試験機のクロスヘッド変位の関係を
示す。最大荷重は内圧なしで２３００kN，ありの場合
で１８４０kNであった。内圧なしとあり試験体の人工

きず部での標点間ひずみ ε GL と荷重の時間変化を図
１８，１９に示す。いずれも載荷が進むにつれてひずみ
ε GL が増加している。
内圧あり試験体は外面WM部から水漏れが確認
されたため，進展した延性き裂が最初に板厚貫通し
た（初期貫通）と判断し，直後に載荷を停止した。図
２０に内圧あり試験体における内圧の時間変化を示
す。載荷中は内圧値が一定に保たれるように制御し

図１７ 荷重とクロスヘッド変位の関係
Fig．１７ Tensile load vs Crosshead stroke

図１８ 標点間ひずみの時間変化（p＝０MPa）
Fig．１８ Gage length strain（p＝０MPa）

図１９ 標点間ひずみの時間変化（p＝３５．４MPa）
Fig．１９ Gage length strain（p＝３５．４MPa）
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ており，８５１秒で急激に内圧値が低下していること
から，この時刻に初期貫通したと考えられる。
一方，内圧なし試験体は初期貫通を確認できずに

載荷をつづけた為，全断面破断を起こした。試験後
に測定データの挙動を詳細に分析した結果，初期貫
通は内圧なしとありいずれも外面WM部で発生し，

その標点間ひずみ ε GL はそれぞれ１．３０％と０．３４％で
あった（表２）１１）。

４．３．２ 破面・断面観察結果
引張試験終了後，人工きず部近傍の破面観察と断
面観察を行った。
内圧なしとあり両試験体の人工きず部近傍の破面
外観写真と図中の白点線位置の断面写真を図２１，２２
に示す。なお全断面破断した内圧なし試験体は人工
きずの長さ方向に渡って一様にき裂進展を呈したた
め，長さ方向中央部での断面を観察した。一方内圧
あり試験体は，試験後に極低温にて強制的に脆性破
壊させたものであり，延性き裂の進展量が人工きず
長さ方向で異なっていたため，最大延性き裂進展箇
所での断面を観察した。
人工きずは概ね狙い通りの位置（WM，HAZ）に
導入できていたが，内圧なし試験体の外面HAZ
部，内面HAZ部では目標としていたCGHAZでは
なく，FGHAZに人工きず先端が位置していた。ま
た，内圧あり試験体の外面WM部には人工きず近
傍に溶接欠陥が存在していた（図２２（a）赤線内）。
図２１に示す内圧なし試験体の４つの人工きず断面

First leak location ε GL for leak
p＝０MPa Outer WM １．３％
p＝３５．４MPa Outer WM ０．３４％

図２０ 内圧の時間変化
Fig．２０ Internal pressure

表２ リーク限界ひずみ（実験）
Table２ Limit strain for leak（Experiment）

図２１ 試験後断面図（p＝０MPa）
Fig．２１ Cross section and fracture surface（p＝０MPa）

図２２ 試験後断面図（p＝３５．４MPa）
Fig．２２ Cross section and fracture surface（p＝３５．４MPa）
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図２４ き裂進展経路
Fig．２４ Ductile crack path

写真から，WMの人工きず（図２１（a）外面WM部，
図２１（c）内面WM部）から発生したき裂はWM中を
進み貫通したことがわかる。また，HAZの人工き
ずから発生したき裂は，外面HAZ部（図２１（b））で
は，はじめHAZ中を進むがBMとの境界を通過し
そのままBM中を進展し，やがて貫通することが
分かる。また内面HAZ部（図２１（d））ではWMに沿
うようにHAZ中を進展し，最後にわずかにWM
内を通過して貫通する。上記のように，HAZ部に
設けた人工きずからは，複数の領域をき裂が進展し
ていくことが観察された。
一方，内圧あり試験体で明確なき裂進展が見られ

た外面WM部（図２２（a））では，人工きず先端から発
生した延性き裂が溶接欠陥に繋がって貫通に至った
ことが分かった。このことから，溶接欠陥が無い場
合には，表２に示す貫通に至るまでの標点間ひずみ
ε GL は０．３４％よりも大きくなると推定される。

５ 考察
５．１ リークまでの挙動比較
初期貫通位置は，シミュレーションと実験のいず

れも，内圧有無に関わらず外面WM部であった事
から，外面WM部でのシミュレーションと実験結
果を比較する。
図２３に，シミュレーションと実験で得られた外面
WM部のクリップゲージ開口量Vg５と標点間ひず
み ε GL の関係を示す。内圧有無に関わらず，シミュ
レーションと実験で同様の開口挙動を示すことが分
かる。さらに内圧なしの場合は，リークに至るまで

の標点間ひずみ ε GL が一致している。
一方内圧ありの場合，リークまでの標点間ひずみ
ε GL が実験ではシミュレーションに比べて小さい
が，これは進展した延性き裂が途中で溶接欠陥とつ
ながってリークに至ったことによるものと推定でき
る。

５．２ き裂進展経路比較
図２４にHAZにきずを導入した試験体の延性き裂
進展挙動を，実験とシミュレーションを比較して示
す。外面きずでは，発生から約２mmまでは，き裂
はHAZ内を進展し，その後はBMに突入してリー
クに至る挙動を示した。一方内面きずでは，初期き
ず前方のWMを避けるようにしてHAZ内を進展
する挙動を示した。

以上より，シミュレーションは実験で得られた初
期貫通するきず位置とその限界ひずみ，そして延性
き裂の進展経路を再現できることが分かった。今
回，溶接欠陥の存在により，実験では正確にリーク
限界ひずみを捉えられなかったが，シミュレーショ
ンの結果より，３５．４MPa の内圧がかかることで，
リーク限界ひずみは１．３０％から１．００％に減少すると
推定された。

６ 結言
本開発では，溶接部を構成する母材部（BM），溶

接金属部（WM），及び熱影響部（HAZ）の各領域に
おける３つの材料特性を取得するための試験手法を
提案し，その妥当性を検証した。次に，得られた材

図２３ 外面WM部のクリップゲージ開口量
Fig．２３ Vg５ for Outer WM

大ひずみを受ける高圧ガスパイプライン周溶接継手の許容溶接きず寸法予測技術の開発～延性き裂発生・進展シミュレーション技術の適用性について～
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料特性を用いて，きずを有する鋼管溶接継手の延性
き裂発生・進展シミュレーションを行った。さら
に，実管引張試験を行うことにより，シミュレー
ションの有効性を確認できた。
本シミュレーション手法は，内圧の大きさや溶接

部の各領域の特性とそのバランスによって変わる溶
接継手部のリーク限界挙動を表現する手法として期
待できる。
今後，このシミュレーション手法を用いた限界溶

接きず寸法予測技術により，高圧ガスパイプライン
の合理的な設計・建設技術の提案を行っていく。
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