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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０４～０．０８％、Ｓｉ：０．１０～０．９０％、Ｍｎ：１．１０
～２．２０％、Ｃｒ：１５．００～２２．００％、Ｎｉ：８．００～１４．００％、Ｎｂ
：８×［Ｃ（％）］＋０．０３～０．８５％、Ｂ：０．０００５～０．００５０％、及び
、Ｎ：０．０４００～０．１０００％を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなる素材を準
備する工程と、
　前記素材を１１９０℃以上に加熱する工程と、
　加熱された前記素材に対して熱間加工を実施して素管を製造する工程と、
　前記素管に対して、式（１）で定義される断面減少率が２０％以上となる冷間加工を実
施する工程と、
　冷間加工された前記素管を、１２３０～１２６０℃まで加熱し、かつ、７００～１２３
０℃までを１０００秒以内で昇温する工程と、
　前記素管を１２３０℃～１２６０℃で２分以上均熱してオーステナイト系ステンレス鋼
管とする工程とを備える、オーステナイト系ステンレス鋼管の製造方法。
　断面減少率＝１００－（冷間加工後の素管の断面積／冷間加工前の素管の断面積）×１
００（％）　（１）
　ここで、前記［Ｃ（％）］には、炭素含有量（質量％）が代入される。
【請求項２】
　請求項１に記載のオーステナイト系ステンレス鋼管の製造方法であって、
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　前記素材はさらに、前記Ｆｅの一部に代えて、Ｃｕ：０．８０％以下、及び、Ｍｏ：０
．８０％以下の１種以上を含有する、オーステナイト系ステンレス鋼管の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のオーステナイト系ステンレス鋼管の製造方法であって、
　前記熱間加工を実施する工程では、前記素材を熱間押出して前記素管を製造し、
　前記冷間加工を実施する工程では、前記素管を冷間圧延又は冷間抽伸する、オーステナ
イト系ステンレス鋼管の製造方法。
【請求項４】
　質量％で、Ｃ：０．０４～０．０８％、Ｓｉ：０．１０～０．９０％、Ｍｎ：１．１０
～２．２０％、Ｎｉ：８．００～１４．００％、Ｃｒ：１５．００～２２．００％、Ｎｂ
：８×［Ｃ（％）］＋０．０３～０．８５％、Ｂ：０．０００５～０．００５０％、及び
、Ｎ：０．０４００～０．１０００％を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなり、
　ＪＩＳ　Ｇ０５５１に規定される方法で測定されるオーステナイト結晶粒の粒度番号の
うち、最大頻度を持つ粒度番号の結晶粒から３以上異なった粒度番号の結晶粒の面積率が
２０％以下であり、前記最大頻度の粒度番号が４．０以上７．０未満である、オーステナ
イト系ステンレス鋼管。
【請求項５】
　請求項４に記載のオーステナイト系ステンレス鋼管であって、
　前記Ｆｅの一部に代えて、Ｃｕ：０．８０％以下、及び、Ｍｏ：０．８０％以下の１種
以上を含有する、オーステナイト系ステンレス鋼管。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オーステナイト系ステンレス鋼管の製造方法及びオーステナイト系ステンレ
ス鋼管に関する。
【背景技術】
【０００２】
　火力発電プラントや化学工業プラントでは、高効率に発電できる設備が要求される。高
効率な発電を得るためには、蒸気を高温高圧化することが有効である。しかしながら、蒸
気の高温高圧化により、プラント内のボイラの熱交換機等の温度は上昇する。したがって
、これらのプラントに利用される鋼管は、高温強度、特に、高温クリープ強度を求められ
る。
【０００３】
　これらの鋼管はさらに、耐水蒸気酸化性を求められる。耐水蒸気酸化性が低い鋼管が高
温高圧の水蒸気に曝された場合、その表面に水蒸気酸化スケールが形成される。鋼管表面
から剥離した水蒸気酸化スケールは、たとえば、ボイラ内のタービンブレードを傷つけた
り、熱交換機の管内に蓄積したりする。したがって、これらのプラントに利用される鋼管
は、優れた高温クリープ強度を要求されるだけでなく、優れた耐水蒸気酸化性も要求され
る。
【０００４】
　オーステナイト系ステンレス鋼は、フェライト系ステンレス鋼よりも優れた高温クリー
プ強度及び高温耐食性を有する。しかしながら、従来のオーステナイト系ステンレス鋼管
には、耐水蒸気酸化性のさらなる改善が要求されている。
【０００５】
　そこで、高温クリープ強度及び耐水蒸気酸化性を高めるオーステナイト系ステンレス鋼
管が特公平５－６９８８５号公報（特許文献１）及び特開２００３－２６８５０３号公報
（特許文献２）に提案されている。
【０００６】
　特許文献１では、オーステナイト系ステンレス鋼にＴｉ及びＮｂを含有する。そして、
オーステナイト系ステンレス鋼に対して、１２００～１３５０℃で軟化処理を実施する。
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軟化処理後、オーステナイト系ステンレス鋼を５００℃／ｈｒ以上の冷却速度で冷却する
。冷却後、２０～９０％の冷間加工を実施する。冷間加工後、軟化処理よりも３０℃以上
低い温度でオーステナイト系ステンレス鋼を加熱する。以上の工程により製造されたオー
ステナイト系ステンレス鋼は、細粒組織を有する。そのため、耐水蒸気酸化性に優れると
特許文献１には記載されている。また、Ｔｉ及びＮｂの炭化物が微細析出することにより
、細粒組織であっても優れたクリープ強度が得られると記載されている。
【０００７】
　特許文献２では、オーステナイト系ステンレス鋼管内に、Ｔｉ２Ｏ３を均一に分散析出
させ、粒度番号が７以上の細粒組織を得る。熱処理時、オーステナイト系ステンレス鋼管
内では、Ｔｉ２Ｏ３を核としてその周りにＮｂ炭窒化物が析出した複合析出物が均一に分
散生成する。これにより、オーステナイト系ステンレス鋼管のクリープ強度及び耐水蒸気
酸化性を高めることができると特許文献２には記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特公平５－６９８８５号公報
【特許文献２】特開２００３－２６８５０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１及び特許文献２に開示されたオーステナイト系ステンレス鋼は、いずれも細
粒組織とすることにより耐水蒸気酸化性を高める。
【００１０】
　ところで、米国機械学会（ＡＳＭＥ）は、ＳＡ２１３－ＴＰ３４７ＨやＳＡ２１３Ｍ－
ＴＰ３４７Ｈとして、圧力容器用又はボイラ用のオーステナイト系ステンレス鋼を規格す
る。これらの規格は、固溶強化による高温クリープ強度を担保する条件として、オーステ
ナイト結晶粒度を粒度番号で７以下とすることを規定する。
【００１１】
　特許文献１及び２のオーステナイト系ステンレス鋼管は、上述のとおり、細粒組織を有
する。つまり、特許文献１及び２は、上述の規格と異なる方法で高温クリープ強度を得る
ことを提案している。しかしながら、ＡＳＭＥの規格に適合し、かつ、耐水蒸気酸化性に
優れたオーステナイト系ステンレス鋼管を提供できる方が好ましい。
【００１２】
　本発明の目的は、高温クリープ強度及び耐水蒸気酸化性に優れたオーステナイト系ステ
ンレス鋼管の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によるオーステナイト系ステンレス鋼管の製造方法は、質量％で、Ｃ：０．０４
～０．０８％、Ｓｉ：０．１０～０．９０％、Ｍｎ：１．１０～２．２０％、Ｃｒ：１５
．００～２２．００％、Ｎｉ：８．００～１４．００％、Ｎｂ：８×［Ｃ（％）］＋０．
０３～０．８５％、Ｂ：０．０００５～０．００５０％、及び、Ｎ：０．０４００～０．
１０００％を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなるオーステナイト系ステンレス鋼素材
を準備する工程と、素材を１１９０℃以上に加熱する工程と、加熱された素材に対して熱
間加工を実施して素管を製造する工程と、素管に対して、式（１）で定義される断面減少
率が２０％以上となる冷間加工を実施する工程と、冷間加工された素管を、１２３０～１
２６０℃に加熱し、かつ、７００～１２３０℃までを１０００秒以内で昇温する工程と、
素管を１２３０℃～１２６０℃で２分以上均熱してオーステナイト系ステンレス鋼管とす
る工程とを備える。
　断面減少率＝１００－（冷間加工後の素管の断面積／冷間加工前の素管の断面積）×１
００（％）　（１）
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　ここで、［Ｃ（％）］には、Ｃ含有量（質量％）が代入される。
【００１４】
　本発明による製造方法は、高温クリープ強度及び耐水蒸気酸化性に優れたオーステナイ
ト系ステンレス鋼管を製造することができる。
【００１５】
　上記素材はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｃｕ：０．８０％以下、及び、Ｍｏ：０．８
０％以下の１種以上を含有してもよい。
【００１６】
　本発明によるオーステナイト系ステンレス鋼管は、質量％で、Ｃ：０．０４～０．０８
％、Ｓｉ：０．１０～０．９０％、Ｍｎ：１．１０～２．２０％、Ｎｉ：８．００～１４
．００％、Ｃｒ：１５．００～２２．００％、Ｎｂ：８×［Ｃ］＋０．０３～０．８５％
、Ｂ：０．０００５～０．００５０％、及び、Ｎ：０．０４００～０．１０００％を含有
し、残部はＦｅ及び不純物からなり、ＪＩＳ　Ｇ０５５１に規定される方法で測定される
オーステナイト結晶粒の粒度番号において、最大頻度を持つ粒度番号の結晶粒から３以上
異なった粒度番号の結晶粒の面積率が２０％未満であり、少なくとも最大頻度の粒度番号
が４．０以上７．０未満である。
【００１７】
　本発明によるオーステナイト系ステンレス鋼管は、優れた耐水蒸気酸化性及び高温クリ
ープ強度を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明による製造方法での各製造工程における鋼組織の模式図である。
【図２】図２は、図１と異なる製造方法での各製造工程における鋼組織の模式図である。
【図３】図３は、図１及び図２と異なる製造方法での各製造工程における鋼組織の模式図
である。
【図４】図４は、図１～図３と異なる製造方法での各製造工程における鋼組織の模式図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳しく説明する。なお、元素の含有量の「
％」は、質量％を意味する。
【００２０】
　本発明者は、オーステナイト系ステンレス鋼管の耐水蒸気酸化性及び高温クリープ強度
について調査及び検討した。その結果、本発明者は以下の知見を得た。
【００２１】
　（Ａ）鋼組織が混粒であれば、耐水蒸気酸化性が低下しやすい。混粒とは、ＪＩＳ　Ｇ
０５５１に規定される方法で測定されるオーステナイト結晶粒度番号において、最大頻度
を持つ粒度番号の結晶粒から３以上異なった粒度番号の結晶粒の面積率が２０％以上の鋼
組織を意味する。一方、整粒とは、最大頻度を持つ粒度番号の結晶粒から３以上異なった
粒度番号の結晶粒の面積率が、２０％未満の鋼組織を意味する。以降、鋼組織のうち、最
大頻度を持つ粒度番号の結晶粒から３以上異なった粒度番号の結晶粒からなる領域を、「
サブ領域」という。また、鋼組織のうち、サブ領域以外の領域を「メイン領域」という。
混粒の場合、サブ領域の面積率が２０％以上になる。
【００２２】
　（Ｂ）整粒の場合、少なくともメイン領域のオーステナイト結晶粒度番号が７．０未満
であれば、高温クリープ強度に優れる。一方、メイン領域のオーステナイト結晶粒度が４
．０未満であれば、耐水蒸気酸化性が低い。したがって、優れた高温クリープ強度及び耐
水蒸気酸化性を得るために、少なくともメイン領域のオーステナイト結晶粒度番号を４．
０以上７．０未満にするのが好ましい。換言すれば、少なくとも最大頻度の粒度番号が４
．０以上７．０未満である。
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【００２３】
　混粒では、メイン領域及びサブ領域の一方が、粒度番号の大きい小粒部となり、他方が
、粒度番号の小さい大粒部となる。鋼組織が混粒である場合、大粒部において局所的に粗
大な水蒸気酸化スケールが生成されやすく、耐水蒸気酸化性が低下する。粗大な水蒸気酸
化スケールは剥離しやすい。特に、粒度番号が４．０未満の大粒部が面積率で２０％以上
であれば、粗大な水蒸気酸化スケールが生成されやすく、耐水蒸気酸化性が低下する。
【００２４】
　（Ｃ）以上より、鋼組織が整粒であり、少なくともメイン領域の粒度番号が４．０以上
７．０未満であれば、オーステナイト系ステンレス鋼管は優れた耐水蒸気酸化性及び高温
クリープ強度を有する。
【００２５】
　（Ｄ）本発明のオーステナイト系ステンレス鋼管の製造方法は次のとおりである。上述
の化学組成の素材（スラブ、ビレット又はインゴット）を用いて、熱間加工工程、冷間加
工工程及び、熱処理工程の順に実施する。熱間加工工程では、素材を加熱し、加熱された
素材に対して熱間加工を実施して素管を製造する。冷間加工工程では、素管を冷間加工し
て、再結晶の駆動源となる歪みを鋼中に導入する。熱処理工程では、導入された歪みによ
り再結晶を起こす。各製造工程について次の製造条件を満たせば、上記（Ｃ）に示す鋼組
織のオーステナイト系ステンレス鋼管が得られる。
【００２６】
　（Ｅ）熱間加工工程では、素材（鋼片又は鋼塊）を１１９０℃以上に加熱する。素材内
にはＮｂ炭化物、Ｎｂ窒化物、及び、Ｎｂ炭窒化物の１種以上（以下、Ｎｂ炭化物等とい
う）が含まれる。加熱温度が１１９０℃未満である場合、これらのＮｂ炭化物等が固溶し
きれず、鋼中に残存する。残存したＮｂ炭化物等は粗大であるため、熱処理工程において
ピンニング粒子として作用しにくい。そのため、熱処理により生成された再結晶粒が過度
に成長し、鋼組織の結晶粒度番号が４．０未満になったり、鋼組織が混粒になる。
【００２７】
　（Ｆ）冷間加工工程では、冷間加工時の断面減少率を２０％以上にする。断面減少率は
式（１）で定義される。
　断面減少率＝１００－（冷間加工後の素管の断面積／冷間加工前の素管の断面積）×１
００（％）　（１）
　ここで、冷間加工前後の断面積の単位はｍｍ２である。
【００２８】
　冷間加工時の断面減少率が２０％未満であれば、鋼中に導入される歪み量が少なすぎる
。そのため、熱処理工程において再結晶が十分に起こらない。その結果、鋼組織の結晶粒
度番号が４．０未満になったり、鋼組織が混粒になったりする。
【００２９】
　（Ｇ）熱処理工程では、素管を熱処理温度まで加熱し、熱処理温度で均熱する。熱処理
温度は１２３０～１２６０℃とする。さらに、素管を加熱するとき、７００～１２３０℃
までの昇温時間を１０００秒以内にする。昇温過程において、素管温度が７００℃以上に
なると、鋼中にＮｂ炭化物等が析出する。７００～１２３０℃までの昇温時間が長すぎれ
ば、析出したＮｂ炭化物等の一部が凝集して粗大化する。そのため、鋼中に粗大なＮｂ炭
化物等と微細なＮｂ炭化物等とが混在する。微細なＮｂ炭化物等はピンニング粒子として
作用する。そのため、鋼組織のうち微細なＮｂ炭化物等を含む領域では、再結晶が起こっ
たときに結晶粒の成長が抑制され、鋼組織が微細化される。一方、粗大なＮｂ炭化物等は
ピンニング粒子として作用しにくい。そのため、粗大Ｎｂ炭化物等を含む領域の結晶粒は
粗大化する。以上の結果、鋼組織が混粒になりやすくなる。
【００３０】
　７００～１２３０℃までの昇温時間が１０００秒以内であれば、Ｎｂ炭化物等の凝集及
び粗大化を抑制できる。さらに、均熱時間を２分以上にする。これにより、再結晶の発生
と、微細なＮｂ炭化物等のピンニング効果とにより、適切なサイズのオーステナイト結晶



(6) JP 5589965 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

粒（粒度番号４．０以上７．０未満）を生成することができ、かつ、鋼組織が整粒になる
。
【００３１】
　以上の知見に基づいて、本発明者らは本発明を完成した。以下、本発明によるオーステ
ナイト系ステンレス鋼管について説明する。
【００３２】
　［化学組成］
　本発明によるオーステナイト系ステンレス鋼管は、以下の化学組成を有する。
【００３３】
　Ｃ：０．０４～０．０８％
　炭素（Ｃ）は、オーステナイト系ステンレス鋼の高温引張強度及び高温クリープ強度を
高める。Ｃはさらに、Ｎｂと結合してＮｂ炭化物及び／又はＮｂ炭窒化物を生成し、結晶
粒の過度の粗大化を抑制する。一方、Ｃが過剰に含有されれば、Ｎｂ炭化物及び／又はＮ
ｂ炭窒化物が過剰に生成されたり、粗大化する。そのため、結晶粒が過度に微細化したり
、鋼組織が混粒になる。その結果、鋼の耐水蒸気酸化性が低下したり、高温クリープ強度
が低下する。したがって、Ｃ含有量は、０．０４～０．０８％である。好ましいＣ含有量
の下限は、０．０４％よりも高く、さらに好ましくは、０．０５％以上であり、さらに好
ましくは、０．０６％以上である。好ましいＣ含有量の上限は、０．０８％未満である。
【００３４】
　Ｓｉ：０．１０～０．９０％
　シリコン（Ｓｉ）は、鋼を脱酸する。一方、Ｓｉが過剰に含有されれば、鋼の加工性が
低下する。したがって、Ｓｉ含有量は、０．１０～０．９０％である。好ましいＳｉ含有
量の下限は、０．１０％よりも高く、さらに好ましくは、０．１５％以上であり、さらに
好ましくは、０．２０％である。好ましいＳｉ含有量の上限は、０．９０％未満であり、
さらに好ましくは、０．８０％以下であり、さらに好ましくは０．７５％以下である。
【００３５】
　Ｍｎ：１．１０～２．２０％
　マンガン（Ｍｎ）は、鋼中の不純物である硫黄（Ｓ）と結合してＭｎＳを形成し、鋼の
熱間加工性を高める。一方、Ｍｎが過剰に含有されれば、鋼の靭性が低下する。したがっ
て、Ｍｎ含有量は、１．１０～２．２０％である。好ましいＭｎ含有量の下限は、１．１
０％よりも高く、さらに好ましくは、１．１０％以上であり、さらに好ましくは、１．２
０％以上である。好ましいＭｎ含有量の上限は、２．２０％未満であり、さらに好ましく
は、２．００％以下であり、さらに好ましくは、１．７０％以下である。
【００３６】
　Ｃｒ：１５．００～２２．００％
　クロム（Ｃｒ）は、オーステナイト系ステンレス鋼の耐酸化性、耐水蒸気酸化性及び耐
食性を高める。一方、Ｃｒはフェライトを安定化する元素である。そのため、Ｃｒが過剰
に含有されれば、オーステナイト組織の安定性が低下する。Ｃｒが過剰に含有されれば、
オーステナイト組織を安定化するために、高価なＮｉを多く含有しなければならない。し
たがって、Ｃｒ含有量は、１５．００～２２．００％である。好ましいＣｒ含有量は、１
５．００％よりも高く、さらに好ましくは、１６．００％以上であり、さらに好ましくは
、１７．００％以上である。好ましいＣｒ含有量の上限は、２２．００％未満であり、さ
らに好ましくは、２１．００％以下であり、さらに好ましくは、１９．００％以下である
。
【００３７】
　Ｎｉ：８．００～１４．００％
　ニッケル（Ｎｉ）は、オーステナイト組織を安定化する。Ｎｉはさらに、鋼の耐食性を
高める。しかしながら、Ｎｉが過剰に含有されれば、鋼の高温クリープ強度が低下する。
したがって、Ｎｉ含有量は、８．００～１４．００％である。好ましいＮｉ含有量の下限
は、８．００％よりも高く、さらに好ましくは、８．２５％以上であり、さらに好ましく
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は、８．５０％以上である。好ましいＮｉ含有量の上限は、１４．００％未満であり、さ
らに好ましくは、１３．５０％以下であり、さらに好ましくは、１３．００％以下である
。
【００３８】
　Ｎｂ：８×［Ｃ（％）］＋０．０３～０．８５％
　ニオブ（Ｎｂ）は、Ｃ及び／又はＮと結合して、Ｎｂ炭化物、Ｎｂ窒化物、Ｎｂ炭窒化
物の１種以上（Ｎｂ炭化物等）を形成する。Ｎｂ炭化物等は、結晶粒の過度の粗大化を抑
制し、鋼の耐水蒸気酸化性を高める。Ｎｂはさらに、固溶強化により鋼の高温クリープ強
度を高める。一方、Ｎｂが過剰に含有されれば、微細なＮｂ炭化物等が過剰に生成され、
固溶したＮｂが少なくなる。そのため、高温クリープ強度が低下する。この場合、鋼組織
が過度に微細化され、粒度番号が７．０以上になる。Ｎｂが過剰に含有されれば、微細な
Ｎｂ炭化物等とともに、粗大なＮｂ炭化物等が生成される場合もある。この場合、鋼組織
が混粒になり、耐水蒸気酸化性が低下する場合がある。したがって、Ｎｂ含有量は、８×
［Ｃ（％）］＋０．０３～０．８５％である。ここで、［Ｃ（％）］にはＣ含有量（質量
％）が代入される。好ましいＮｂ含有量の下限は、８×［Ｃ（％）］＋０．０５％以上で
ある。好ましいＮｂ含有量の上限は、０．８５％未満であり、さらに好ましくは、０．８
０％以下であり、さらに好ましくは、０．６０％以下である。
【００３９】
　Ｂ：０．０００５～０．００５０％
　ボロン（Ｂ）は、鋼中の炭窒化物中のＣと置換して炭窒化物中に含有されたり、Ｂ単体
で粒界に配置される。このようなＢは、粒界クリープを抑制する。したがって、Ｂは鋼の
高温クリープ強度を高める。一方、Ｂが過剰に含有されれば、鋼の溶接性が低下する。し
たがって、Ｂ含有量は、０．０００５～０．００５０％である。好ましいＢ含有量の下限
は、０．０００５％よりも高く、さらに好ましくは、０．０００７％以上であり、さらに
好ましくは、０．００１０％以上である。好ましいＢ含有量の上限は、０．００５０％未
満であり、さらに好ましくは、０．００４０％以下であり、さらに好ましくは、０．００
３０％以下である。
【００４０】
　Ｎ：０．０４００～０．１０００％
　窒素（Ｎ）は、固溶強化により鋼の強度を高める。Ｎはさらに、Ｎｂと結合して微細な
Ｎｂ炭窒化物及び／又はＮｂ窒化物を形成し、鋼組織の過度の粗粒化を抑制する。さらに
、Ｎｂ炭窒化物及び／又はＮｂ窒化物は、鋼を析出強化する。一方、Ｎが過剰に含有され
れば、粗大なＮｂ炭窒化物及び／又はＮｂ窒化物が形成され、鋼組織が粗粒化しやすくな
る。鋼組織が過度に粗粒化されれば、鋼の耐水蒸気酸化性が低下する。したがって、Ｎ含
有量は、０．０４００～０．１０００％である。好ましいＮ含有量の下限は、０．０４０
０％よりも高く、さらに好ましくは、０．０４５０％以上であり、さらに好ましくは、０
．０５００％以上である。好ましいＮ含有量の上限は、０．１０００％未満であり、さら
に好ましくは、０．０９００％以下であり、さらに好ましくは、０．０８００％以下であ
る。
【００４１】
　本発明によるオーステナイト系ステンレス鋼管の残部は、Ｆｅ及び不純物である。不純
物は、鋼の原料として利用される鉱石やスクラップ、あるいは製造過程の環境等から混入
される元素であって、本発明に悪影響を与えない範囲で許容されるものを意味する。
【００４２】
　本発明によるオーステナイト系ステンレス鋼管はさらに、Ｆｅの一部に代えて、Ｃｕ：
０．８０％以下及びＭｏ：０．８０％以下からなる群から選択される１種以上を含有して
もよい。これらの元素はいずれも、鋼の高温クリープ強度を高める。
【００４３】
　Ｃｕ：０．８０％以下
　銅（Ｃｕ）は選択元素である。Ｃｕは鋼に固溶して、鋼の高温クリープ強度を高める。
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一方、Ｃｕが過剰に含有されれば、鋼の靭性、延性及び加工性が低下する。したがって、
Ｃｕ含有量は、０．８０％以下である。Ｃｕが少しでも含有されれば、上記効果がある程
度得られる。好ましいＣｕ含有量の下限は、０．０３％以上であり、さらに好ましくは、
０．０５％以上である。好ましいＣｕ含有量の上限は、０．８０％未満であり、さらに好
ましくは、０．７０％以下であり、さらに好ましくは、０．５０％以下である。
【００４４】
　Ｍｏ：０．８０％以下
　モリブデン（Ｍｏ）は選択元素である。Ｍｏは鋼に固溶して、鋼の高温クリープ強度を
高める。一方、Ｍｏが過剰に含有されれば、シグマ相等の金属間化合物が生成され、鋼の
強度及び靭性が低下する。したがって、Ｍｏ含有量は、０．８０％以下である。Ｍｏが少
しでも含有されれば、上記効果がある程度得られる。好ましいＭｏ含有量の下限は、０．
０３％以上であり、さらに好ましくは、０．０５％以上である。好ましいＭｏ含有量の上
限は、０．８０％未満であり、さらに好ましくは、０．７０％以下であり、さらに好まし
くは、０．５０％以下である。
【００４５】
　［鋼組織］
　本発明によるオーステナイト系ステンレス鋼管は、上述の化学組成とともに、次の鋼組
織を有する。
【００４６】
　鋼組織は整粒である。整粒又は混粒の判断は、以下の方法に基づく。オーステナイト系
ステンレス鋼管から顕微鏡観察用の試験片を採取する。採取された試験片を用いて、ＪＩ
Ｓ　Ｇ０５５１（２００５）に規定される結晶粒度の顕微鏡試験方法を実施し、オーステ
ナイト結晶粒度番号を評価する。具体的には、試験片の表面を、周知の腐食液（グリセレ
ジア、カーリング試薬、マーブル試薬等）を用いて腐食し、表面の結晶粒界を現出させる
。腐食された表面上の１０視野において、各視野の結晶粒度番号を求める。各視野の面積
は、１．５３ｍｍ２である。ＪＩＳ　Ｇ０５５１（２００５）の７．１．２に規定された
結晶粒度標準図との比較により、各視野における結晶粒度番号を評価する。
【００４７】
　全１０視野の総面積のうち、全１０視野中の最大頻度を持つ粒度番号の結晶粒から３以
上異なった粒度番号の結晶粒の面積率が５％未満である場合、つまり、全１０視野の総面
積に対するサブ領域の総面積（以下、単にサブ領域の面積率という）が５％未満である場
合、サブ領域が発生していないと判断する。この場合、各視野において１つの粒度番号を
評価する。具体的には、各視野において最大頻度を持つ粒度番号を、その視野の粒度番号
と評価する。そして、１０視野で評価した粒度番号の平均を、オーステナイト結晶粒度と
定義する。
【００４８】
　全１０視野中の最大頻度を持つ粒度番号の結晶粒から３以上異なった粒度番号の結晶粒
の面積率が、全１０視野の総面積の５％以上である場合、つまり、サブ領域の面積率が５
％以上である場合、その鋼組織は、メイン領域とサブ領域とを含むと判断する。この場合
、各視野において、メイン領域の粒度番号と、サブ領域の粒度番号とをそれぞれ評価する
。このとき、視野によっては、サブ領域が存在しない場合もある。その場合、その視野の
粒度番号は、メイン領域の粒度番号と定義する。１０視野のうち、メイン領域の粒度番号
の平均を、メイン領域の粒度番号と定義する。そして、１０視野中測定されたサブ領域の
粒度番号の平均を、サブ領域の粒度番号と定義する。
【００４９】
　本発明のオーステナイト系ステンレス鋼管では、鋼組織が整粒である。つまり、サブ領
域の面積率が２０％未満である。さらに、少なくともメイン領域の粒度番号は４．０以上
７．０未満である。少なくともメイン領域の粒度番号が７．０未満であれば、鋼組織中の
８０％よりも大きい領域の粒度番号が７．０未満になる。したがって、高温クリープ強度
は十分に得られる。また、メイン領域の粒度番号が４．０以上であるため、優れた耐水蒸
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気酸化性が得られる。
【００５０】
　鋼組織が整粒である場合、サブ領域の粒度番号が４．０未満であっても、メイン領域の
粒度番号が４．０以上７．０未満であれば、優れた耐水蒸気酸化性が得られる。サブ結晶
粒領域の好ましい面積率は、１０％以下であり、さらに好ましくは、５％以下である。こ
の場合、耐水蒸気酸化性がさらに優れる。
【００５１】
　鋼組織が整粒であっても、メイン領域の結晶粒度が７．０以上である場合、高温クリー
プ強度が低くなる。さらに、メイン領域の結晶粒度が４．０未満である場合、耐水蒸気酸
化性が低くなる。
【００５２】
　さらに、鋼組織が混粒である場合、つまり、サブ領域の面積率が２０％以上である場合
、メイン領域の結晶粒度番号が４．０以上７．０未満の範囲内であっても、耐水蒸気酸化
性又は高温クリープ強度が低くなる。具体的には、サブ領域の結晶粒度番号が４．０未満
である場合、耐水蒸気酸化性が低下する。また、サブ領域の粒度番号が７．０以上の場合
、高温クリープ強度が低下する。
【００５３】
　本発明によるオーステナイト系ステンレス鋼管は、上述の鋼組織を得るために、次に示
す製造方法により製造される。
【００５４】
　［製造方法］
　本発明によるオーステナイト系ステンレス鋼管の製造方法では、初めに、素材を準備す
る（準備工程）。次に、素材に対して熱間加工を実施して素管を製造する（熱間加工工程
）。次に、熱間加工後の素管に対して冷間加工を実施する（冷間加工工程）。次に、冷間
加工後の素管に対して熱処理を実施する（熱処理工程）。以上の工程により、オーステナ
イト系ステンレス鋼管を製造する。以下、各製造工程の詳細を説明する。
【００５５】
　［準備工程］
　上述の化学組成を有する溶鋼を製造する。溶鋼をアルゴン脱炭法（ＡＯＤ）、真空酸素
脱炭法（ＶＯＤ）、又は他の精錬法により精錬してもよい。溶鋼から素材を製造する。素
材は鋼塊又は鋼片である。鋼片はたとえば、スラブ、ブルーム、ビレット等である。たと
えば、連続鋳造法により溶鋼を鋼片にする。又は、造塊法により溶鋼を鋼塊にする。スラ
ブ、ブルーム又は鋼塊を熱間加工して、ビレットを製造してもよい。
【００５６】
　［熱間加工工程］
　準備された素材に対して熱間加工を実施し、素管を製造する。熱間加工工程では初めに
、素材を加熱する。このとき、加熱温度は１１９０℃以上である。準備工程で製造された
素材は、内部に粗大なＮｂ炭化物等を含有する。素材を１１９０℃以上に加熱することに
より、Ｎｂ炭化物等を固溶する。熱間加工工程での加熱により、Ｎｂ炭化物等が固溶され
れば、熱処理工程の昇温過程において微細なＮｂ炭化物等が適切量析出する。そのため、
鋼組織が整粒になり、かつ、少なくともメイン領域の結晶粒度が４．０以上７．０未満に
なる。
【００５７】
　加熱温度が低すぎれば、素材中のＮｂ炭化物等の一部が固溶せずに残存する。この場合
、熱処理工程でＮｂ炭窒化物等が十分に析出しない。そのため、オーステナイト系ステン
レス鋼管の結晶流度が４．０未満となる場合が生じる。
【００５８】
　好ましい加熱温度の下限は、１１９０℃よりも高く、さらに好ましくは、１２００℃以
上である。加熱温度が高すぎると、横切疵が発生しやすくなる。したがって、好ましい加
熱温度の上限は、１３００℃以下であり、さらに好ましくは、１２８０℃以下である。
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【００５９】
　上述の加熱温度で素材を十分に加熱した後、素材に対して熱間加工を実施して素管を製
造する。熱間加工は、熱間圧延でもよいし、熱間鍛造でもよい。熱間押出でもよい。熱間
穿孔して素管を製造してもよい。好ましくは、熱間加工は、熱間押出である。好ましくは
、熱間加工後の素管を空冷よりも速い温度で冷却する。好ましくは、熱間加工された素管
を水冷する。
【００６０】
　［冷間加工工程］
　熱間加工して製造された素管に対して、冷間加工を実施する。冷間加工はたとえば、冷
間圧延や冷間引抜である。
【００６１】
　冷間加工では、式（１）で定義される断面減少率を、２０％以上にする。
　断面減少率＝１００－（加工後の素管の断面積／加工前の素管の断面積）×１００（％
）　（１）
【００６２】
　冷間加工の断面減少率を２０％以上にすれば、素管に多くの歪みを導入することができ
る。導入された歪み（転位）は再結晶の核になる。そのため、熱処理工程において均一な
再結晶が起こりやすく、整粒が得られやすい。
【００６３】
　一方、断面減少率が２０％未満であれば、素管に導入される歪みが少なすぎる。そのた
め、不均一な再結晶が起こり、混粒になりやすい。
【００６４】
　好ましい断面減少率は、２０％よりも高く、さらに好ましくは２２％以上であり、さら
に好ましくは、２５％以上である。一方、断面減少率が高すぎれば、冷間加工設備への負
担が大きくなる。したがって、好ましい断面減少率の上限は、８０％以下である。
【００６５】
　［熱処理工程］
　冷間加工後の素管に対して、熱処理を実施する。熱処理では、初めに素管を熱処理温度
まで加熱する（昇温工程）。次に、素管を熱処理温度で均熱する（均熱工程）。均熱後、
素管を空冷よりも速い冷却速度で冷却して、オーステナイト系ステンレス鋼管とする。好
ましくは、均熱後の素管を水冷する。以下、昇温工程及び均熱工程について詳述する。
【００６６】
　［昇温工程］
　昇温工程では初めに、素管を熱処理炉に装入する。次に、熱処理炉内で素管を熱処理温
度まで加熱する。本発明における熱処理温度は１２３０～１２６０℃である。熱処理温度
が１２３０℃未満であれば、再結晶粒が成長しにくい。そのため、少なくともメイン領域
の結晶粒度が７．０以上になる。一方、熱処理温度が１２６０℃を超えれば、再結晶粒が
過度に成長して、少なくともメイン領域の結晶粒度が４．０未満になる。
【００６７】
　さらに、昇温過程において、７００～１２３０℃までの昇温時間を１０００秒以内とす
る。昇温過程において、素管温度が７００℃以上になると、鋼中にＮｂ炭化物等が析出す
る。７００～１２３０℃までの昇温時間が長すぎれば、析出したＮｂ炭化物等の一部が凝
集して粗大化する。そのため、鋼中に粗大なＮｂ炭化物等と微細なＮｂ炭化物等とが混在
する。微細なＮｂ炭化物等を含む領域の結晶粒は微細化され、粗大なＮｂ炭化物等を含む
領域の結晶粒は粗大化する。そのため、鋼組織が混粒になりやすい。また、サブ領域の結
晶粒度が４．０未満になりやすい。その結果、耐水蒸気酸化性が低下する。
【００６８】
　７００～１２３０℃までの昇温時間が１０００秒以内であれば、Ｎｂ炭化物等の凝集及
び粗大化を抑制できる。そのため、鋼組織が整粒され、少なくともメイン領域の粒度番号
が４．０以上７．０未満になる。後述する均熱時間が１０分未満である場合、好ましい昇
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温時間は７５０秒以下である。この場合、鋼組織内のサブ領域の面積率が５％以下になる
。
【００６９】
　［均熱工程］
　昇温工程により熱処理温度（１２３０～１２６０℃）に加熱された素管を、熱処理温度
で２分以上均熱する。これにより、再結晶粒を適切なサイズに成長させることができ、結
晶粒が過度に微細になるのを抑制できる。均熱時間が２分未満であれば、再結晶粒が大き
く成長しにくい。そのため、メイン領域又は全領域の結晶粒度が７．０以上になる。
【００７０】
　好ましい均熱時間の下限は、２分以上である。好ましい均熱時間の下限は、１０分以上
である。好ましい均熱時間の上限は、３５分以内であり、さらに好ましくは、３０分以内
である。
【００７１】
　［製造工程中の鋼組織］
　図１は、上述の製造工程中の鋼組織の模式図である。図１中のＳ１の鋼組織は、熱間加
工工程での鋼組織を示す。Ｓ２は冷間加工工程での鋼組織を示す。Ｓ３は熱処理工程での
鋼組織を示す。Ｓ４は製造されたオーステナイト系ステンレス鋼管の鋼組織を示す。
【００７２】
　図１を参照して、熱間加工工程Ｓ１において、加熱温度を１１９０℃以上にする。この
とき、素材中の鋼組織では、Ｎｂ炭化物等１０のほとんどが固溶し、一部がわずかに残存
する。つまり、鋼組織は、複数の結晶粒１と、わずかに残存するＮｂ炭化物等１０とを含
む。
【００７３】
　続いて、冷間加工工程Ｓ２において、２０％以上の断面減少率で素管に対して冷間加工
を実施する。このとき、結晶粒１内に多くの歪み（転位）１１が導入される。続いて、熱
間加工工程Ｓ３において、素管を１２３０～１２６０℃に加熱し、かつ、７００～１２３
０℃までの昇温時間を１０００秒以内とする。そして、均熱時間を２分以上とする。この
場合、図１のＳ３に示すとおり、加熱により適切な量のＮｂ炭化物等１０が析出し、ピン
ニング粒子として作用する。さらに、冷間加工工程で導入された歪みを核として再結晶が
起こり、再結晶粒１２が形成される。Ｎｂ炭化物等及び上述の熱処理温度で２分以上均熱
することにより、Ｓ４に示すとおり、結晶粒２０を含む鋼組織が整粒になり、かつ、少な
くともメイン結晶粒領域又は全領域の結晶粒度番号が４．０以上７．０未満になる。
【００７４】
　［熱間加工工程の加熱温度が低い場合］
　熱間加工工程Ｓ１の加熱温度が１１９０℃未満である場合、図２に示すとおり、熱間加
工工程Ｓ１での素管中には、多くのＮｂ炭化物等１０が残存する。この場合、熱処理工程
Ｓ３の昇温過程において、微細なＮｂ炭化物１０等が十分に析出しない。熱間加工工程Ｓ
１から残存する粗大なＮｂ炭化物等１０の一部は、昇温過程において固溶するが、そのほ
とんどは残存する。粗大なＮｂ炭化物等１０はピンニング粒子として作用しない。そのた
め、熱処理工程Ｓ３で生成された再結晶粒１２は過度に粗大化する。そのため、Ｓ４に示
すとおり、オーステナイト系ステンレス鋼管の鋼組織は、４．０未満の結晶粒度を含む混
粒になりやすい。そのため、鋼の耐水蒸気酸化性は低い。
【００７５】
　［冷間加工工程での断面減少率が低い場合］
　図３を参照して、冷間加工工程Ｓ２での断面減少率が２０％未満である場合、冷間加工
工程Ｓ２で導入される歪み１１の量が少なすぎる。そのため、熱処理工程Ｓ３で十分な量
の再結晶粒１２が生成しにくい。この場合、既存の結晶粒１が再結晶粒１２と結合してさ
らに粗大化し、Ｓ４に示すように、鋼組織が混粒になりやすく、かつ、一部の結晶粒度が
４．０未満になりやすい。そのため、鋼の耐水蒸気酸化性は低い。
【００７６】
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　［熱処理工程での昇温時間が長い場合］
　図４を参照して、熱処理工程Ｓ３での昇温時間が１０００秒を超える場合、加熱中に析
出したＮｂ炭化物等１０の一部が凝集して粗大化する。そのため、鋼中に粗大なＮｂ炭化
物等１０と微細なＮｂ炭化物等１０とが混在する。さらに、再結晶が進み、多くの再結晶
粒１２が生成、成長する。そのため、Ｓ４に示すとおり、鋼組織が混粒になりやすく、か
つ、その一部の結晶粒度が４．０未満になりやすい。そのため、鋼の耐水蒸気酸化性は低
い。
【実施例】
【００７７】
　種々の化学組成を有する素材を用いて、種々の製造条件で複数のオーステナイト系ステ
ンレス鋼管を製造した。そして、製造された各鋼管のオーステナイト結晶粒度番号と、耐
水蒸気酸化性とを評価した。
【００７８】
　［調査方法］
　表１に示す化学組成を有する番号１～１８の鋼を電気炉により溶解した。溶鋼をアルゴ
ン脱炭法（ＡＯＤ）及び真空酸素脱炭法（ＶＯＤ）により精錬した。精錬された溶鋼をイ
ンゴットに製造した。インゴットを熱間鍛造して、直径１７５ｍｍの丸ビレットを製造し
た。
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【表１】

【００７９】
　表１中の各元素記号欄（Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｎｂ、Ｂ、Ｎ、Ｃｕ及びＭｏ）
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には、各番号の鋼中の対応する元素の含有量（質量％）が記入されている。各番号の化学
組成の表１に記載された元素以外の残部は、Ｆｅ及び不純物である。表中の「－」は、対
応する元素含有量が含有されなかった（不純物レベルであった）ことを示す。
【００８０】
　表１を参照して、番号１～８及び１３～１８の化学組成は、いずれも本発明の化学組成
の範囲内であった。一方、番号９～１２の化学組成は、本発明の化学組成の範囲外であっ
た。
【００８１】
　番号１～１８の丸ビレットを表１に示す加熱温度（表１中の「熱間加工、加熱温度」欄
を参照）で加熱した。加熱された丸ビレットに対して熱間押出を実施して素管を製造した
。製造された素管に対して、冷間加工（冷間圧延又は冷間引抜）を実施した。冷間加工時
の断面減少率を式（１）を用いて求めた。求めた断面減少率（％）を表１中の「冷間加工
、断面減少率」欄に示す。冷間加工後、素管に対して熱処理を実施した。熱処理における
７００～１２３０℃までの昇温時間（秒）、均熱時間（分）及び熱処理温度（℃）は、表
１に記載のとおりであった。ただし、番号１７の均熱温度は、１２２０℃であったため、
番号１７の昇温時間は、７００～１２２０℃までの昇温時間とした。
【００８２】
　以上の製造工程により、表１の「管寸法」欄に記載の外径（ｍｍ）及び肉厚（ｍｍ）の
オーステナイト系ステンレス鋼管を製造した。
【００８３】
　製造された番号１～１８のオーステナイト系ステンレス鋼管に対して、以下の試験を実
施した。
【００８４】
　［結晶粒度の顕微鏡試験］
　各番号のオーステナイト系ステンレス鋼管から顕微鏡観察用の試験片を採取した。採取
された試験片を用いてＪＩＳ　Ｇ０５５１（２００５）に規定される結晶粒度の顕微鏡試
験方法に基づいて、各試験番号の結晶粒度を求めた。具体的には、試験片の表面を、周知
の腐食液を用いて腐食し、結晶粒界を現出させた。上述に記載のとおり、腐食された表面
上の１０視野において、ＪＩＳ　Ｇ０５５１の７．１．２に規定された結晶粒度標準図と
の比較による評価方法に基づいて、オーステナイト結晶粒度番号を評価した。鋼組織がメ
イン領域とサブ領域とを含む場合、上述の方法により、メイン領域の粒度番号と、サブ領
域の粒度番号とをそれぞれ評価した。さらに、メイン領域の面積率（％）と、サブ領域の
面積率（％）とを求めた。
【００８５】
　［耐水蒸気酸化性試験］
　各番号のオーステナイト系ステンレス鋼管を、６５０℃の水蒸気酸化雰囲気中に５００
時間曝した。水蒸気酸化雰囲気の溶存酸素濃度は１００ｐｐｂであった。試験後の鋼管内
面の腐食減量（ｍｇ／ｃｍ２）を求めた。
【００８６】
　［試験結果］
　試験結果を表２に示す。
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【表２】

【００８７】
　表２中の「粒度番号」欄には、各番号の鋼組織の結晶粒度番号が記載される。対応する
番号の粒度番号欄に上下に２つの結晶粒度が記載される場合、鋼組織がメイン領域とサブ
領域とを有することを意味する。この場合、粒度番号欄の上段にメイン領域の粒度番号が
記載され、下段にサブ領域の粒度番号が記載される。「面積率」欄には、鋼組織がメイン
領域とサブ領域とを含む場合の各領域の面積率（％）が記載される。上段にはメイン領域
の面積率が記載され、下段にはサブ領域の面積率が記載される。鋼組織がサブ領域を含ま
ない場合、「面積率」欄には、「－」が記載される。「腐食減量」欄には、耐水蒸気酸化
性試験により得られた腐食減量（ｍｇ／ｃｍ２）が記載される。
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【００８８】
　表２を参照して、番号１～８の化学組成はいずれも本発明の範囲内であった。さらに、
番号１～８の熱間加工工程での加熱温度、冷間加工工程での断面減少率、熱処理工程での
昇温時間、熱処理温度及び均熱時間はいずれも、本発明の範囲内であった。そのため、番
号１～８のオーステナイト系ステンレス鋼管の鋼組織は整粒であった。番号２、３、５、
６及び８の鋼組織はサブ領域を有さず、粒度番号は高温クリープ強度を担保する４．０以
上７．０未満であった。さらに、これらの番号の腐食減量は２０ｍｇ／ｃｍ２以下であり
、優れた耐水蒸気酸化性を示した。
【００８９】
　番号１、４及び７の鋼組織はメイン領域とサブ領域とを有したものの、メイン領域の粒
度番号は、高温クリープ強度が担保される４．０以上７．０未満の範囲内であった。また
、腐食減量は２０ｍｇ／ｃｍ２以下であり、優れた耐水蒸気酸化性を示した。なお、番号
４では均熱時間が１０分未満であり、かつ、昇温時間が本発明の上限（１０００秒）であ
ったため、サブ領域の面積率が５％を超えた。一方、番号１～３は、均熱時間が１０分未
満であったものの、昇温時間が７５０秒以下であったため、サブ領域の面積率が５％以下
（０％を含む）であった。
【００９０】
　一方、番号９のＣ含有量は、本発明のＣ含有量の上限を超えた。そのため、鋼組織はメ
イン領域とサブ領域とを含み、メイン領域の粒度番号が７．０以上であった。Ｎｂ炭化物
等が過剰に析出し、再結晶時に再結晶粒の成長が抑制されたためと考えられる。試験番号
１０のＮｂ含有量は、本発明のＮｂ含有量の下限未満であった。そのため、粒度番号は４
．０未満であった。そのため、腐食減量が２０ｍｇ／ｃｍ２を超え、耐水蒸気酸化性が低
かった。熱処理工程において、ピンンング粒子となるＮｂ炭化物等の析出が不足し、結晶
粒が過度に粗大化したためと考えられる。
【００９１】
　試験番号１１のＮｂ含有量は、本発明のＮｂ含有量の上限を超えた。そのため、粒度番
号は７．０以上であった。熱処理工程において、Ｎｂ炭化物等が過剰に析出し、結晶粒が
微細化されたためと考えられる。試験番号１２のＮ含有量は、本発明のＮ含有量の上限を
超えた。そのため、鋼組織はメイン領域とサブ領域とを含有し、メイン領域の粒度番号は
７．０以上であった。Ｎが過剰に含有されたため、熱処理工程においてＮｂ炭化物等が過
剰に析出し、その結果、メイン領域の結晶粒が微細化されたためと考えられる。
【００９２】
　試験番号１３の化学組成は本発明の範囲内であった。しかしながら、熱間加工工程での
加熱温度が、本発明の下限未満であった。そのため、試験番号１３の鋼組織は混粒であっ
た。つまり、サブ領域の面積率が２０％以上になった。さらに、サブ領域の粒度番号が４
．０未満となった。そのため、腐食減量が２０ｍｇ／ｃｍ２を超え、耐水蒸気酸化性が低
かった。図２に示すとおり、熱間加工工程での加熱により素材中のＮｂ炭化物等が固溶し
きらず残存し、再結晶時に結晶粒が過度の粗大化したためと考えられる。
【００９３】
　試験番号１４の化学組成は本発明の範囲内であった。しかしながら、冷間加工工程での
断面減少率が、本発明の下限未満であった。そのため、試験番号１４の鋼組織は混粒であ
った。さらに、サブ領域の粒度番号は４．０未満であった。そのため、腐食減量が２０ｍ
ｇ／ｃｍ２を超え、耐水蒸気酸化性が低かった。図３に示すとおり、冷間加工工程で導入
される歪み１１の量が少なすぎたため、結晶粒が過度に粗大化したと考えられる。
【００９４】
　試験番号１５の化学組成は本発明の範囲内であった。しかしながら、熱処理工程での７
００～１２３０℃までの昇温時間が本発明の上限を超えた。そのため、試験番号１５の鋼
組織は混粒であった。さらに、サブ領域の粒度番号は４．０未満であった。そのため、腐
食減量が２０ｍｇ／ｃｍ２を超え、耐水蒸気酸化性が低かった。図４に示すとおり、熱処
理工程における昇温過程において、粗大なＮｂ炭化物等と微細なＮｂ炭化物等が混在し、
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かつ、昇温過程中においても再結晶が起こり、一部の結晶粒が過度に粗大化したためと考
えられる。
【００９５】
　試験番号１６の化学組成は本発明の範囲内であった。しかしながら、熱処理工程での均
熱時間が本発明の下限未満であった。そのため、試験番号１６の鋼組織は混粒であった。
さらに、メイン領域の粒度番号は７．０以上であった。均熱時間が短すぎ、再結晶による
結晶成長が不十分だったためと考えられる。
【００９６】
　試験番号１７の化学組成は本発明の範囲内であった。しかしながら、熱処理工程での熱
処理温度が本発明の下限未満であった。そのため、試験番号１７の粒度番号は７．０以上
であった。熱処理温度が低すぎ、再結晶による結晶成長が不十分だったためと考えられる
。
【００９７】
　試験番号１８の化学組成は本発明の範囲内であった。しかしながら、熱処理工程での熱
処理温度が本発明の上限を超えた。そのため、試験番号１８の粒度番号は４．０未満であ
った。そのため、腐食減量が２０ｍｇ／ｃｍ２を超え、耐水蒸気酸化性が低かった。熱処
理温度が高すぎたため、再結晶時に結晶粒が過度に粗大化したためと考えられる。
【００９８】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、上述した実施の形態は本発明を実施するため
の例示に過ぎない。よって、本発明は上述した実施の形態に限定されることなく、その趣
旨を逸脱しない範囲内で上述した実施の形態を適宜変形して実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明は、高温クリープ強度及び耐水蒸気酸化性を要求される鋼管の製造方法として広
く適用され、特に、発電プラントや化学プラントに利用される圧力容器やボイラ用鋼管の
製造方法として、好適である。
【符号の説明】
【０１００】
１，２０　結晶粒
１０　Ｎｂ炭化物等
１１　歪み
１２　再結晶粒
Ｓ１　熱間加工工程
Ｓ２　冷間加工工程
Ｓ３　熱処理工程
Ｓ４　オーステナイト系ステンレス鋼管
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