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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０１～０．１５％、Ｓｉ：０．７％以下、Ｍｎ：０．１～０．７％
、Ｃｒ：１．５～３．５％、Ｔｉ：０．００５～０．０２％、Ｂ：０．０００６～０．０
１％、Ｖ：０．０５～０．３、Ｎｂ：０．０１～０．１％、Ａｌ：０．００５～０．０５
％、Ｎ：０．００２～０．０５％、Ｍｏ＋Ｗ：０．０３～３．５％、Ｐ：０．０２５％以
下、Ｓ：０．０２５％以下、Ｎｉ：０～０．８％、Ｃａ：０～０．００５％、Ｎｄ：０～
０．１０％を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなる組成を有し、
　母相はラス幅が２μｍ以下のラスマルテンサイトであり、かつ、鋼中の析出物の大きさ
は１μｍ以下であることを特徴とする低合金鋼。
【請求項２】
　質量％で、Ｃ：０．０１～０．１５％、Ｓｉ：０．７％以下、Ｍｎ：０．１～０．７％
、Ｃｒ：１．５～３．５％、Ｔｉ：０．００５～０．０２％、Ｂ：０．０００６～０．０
１％、Ｖ：０．０５～０．３、Ｎｂ：０．０１～０．１％、Ａｌ：０．００５～０．０５
％、Ｎ：０．００２～０．０５％、Ｍｏ＋Ｗ：０．０３～３．５％、Ｐ：０．０２５％以
下、Ｓ：０．０２５％以下、Ｎｉ：０～０．８％以下、Ｃａ：０～０．００５％、Ｎｄ：
０～０．１０％を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなり、残部はＦｅ及び不純物からな
る素材を熱間加工して低合金鋼にする工程と、
　前記熱間加工した低合金鋼を１０００～１１００℃に均熱する工程と、
　均熱後、前記低合金鋼を１０℃／秒以上の冷却速度で焼入する工程と、
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　焼入後、前記低合金鋼をＡｃ１点以下の温度で焼き戻す工程とを備えることを特徴とす
る低合金鋼の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低合金鋼及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、靭性及びクリープ特性
に優れた低合金鋼及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　火力発電等に利用されるボイラは高温高圧の蒸気流を発生する。そのため、水壁管や管
よせ等のボイラを構成する鋼管（以下、ボイラ用鋼管と称する）に加工される鋼は優れた
高温強度、特に優れたクリープ強度を必要とする。
【０００３】
　ボイラ用鋼管に使用される鋼は使用温度域により異なる。具体的には、低温域では炭素
鋼、中低温域では低Ｃｒフェライト鋼に代表される低合金鋼、中高温域では高Ｃｒフェラ
イト鋼が使用される。
【０００４】
　低合金鋼は、高Ｃｒフェライト鋼よりもクリープ強度は劣るものの、安価である。さら
に高Ｃｒフェライト鋼よりも優れた熱伝導性及び溶接性を有する。そのため、低合金鋼は
主として水壁管等に使用される。
【０００５】
　しかしながら、高い高温強度を必要とするボイラ部分に使用するボイラ用鋼管を低合金
鋼で製造する場合、クリープ強度を得るためにボイラ用鋼管の肉厚を厚くしなければなら
ない。肉厚を厚くすれば熱伝導性が悪化し、かつ素材コストも上がる。ボイラの熱効率を
向上させ、かつ、製造コストを抑えるためには、低合金鋼の高温強度、特にクリープ強度
の向上が必要である。
【０００６】
　さらに、ボイラは高い熱応力を受けるため、ボイラに用いられる低合金鋼は高温強度だ
けでなく、優れた靭性も要求される。
【特許文献１】特開平１１－９２８８１号公報
【特許文献２】特開平９－３１５３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、クリープ強度及び靭性に優れた低合金鋼を提供することである。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００８】
　従来の低合金鋼はフェライト、マルテンサイト、ベイナイト及びパーライトの混合組織
であり、母相がマルテンサイト単相の低合金鋼は存在しなかった。低合金鋼は焼入性を向
上する合金元素の含有量が少ないため、従来の熱処理では母相をマルテンサイトにできな
かったからである。
【０００９】
　また、従来はマルテンサイトを有する低合金鋼はクリープ変形が発生しやすいと考えら
れていた。マルテンサイトは他の組織よりも転位密度が高い。そのため、高温で変形した
とき旧オーステナイト粒界での転位密度が他の組織よりも高くなり、動的再結晶を起こし
やすいと考えられていたためである。
【００１０】
　しかしながら本発明者は低合金鋼の母相をラスマルテンサイトにすることにより、従来
の低合金鋼よりもクリープ強度を向上できると考えた。さらに、ラス幅、すなわちラスマ
ルテンサイト内のラス（マルテンサイトラス）の幅を小さくする程、クリープ強度を向上
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できると考えた。
【００１１】
　図１及び図２に示すように、ラスマルテンサイト鋼は階層的に複数の組織を有する。具
体的には、旧オーステナイト粒１０と、パケット２０と、ブロック３０と、ラス４１とを
有する。旧オーステナイト粒は複数のパケット２０を含む。パケット２０は複数のブロッ
ク３０を含む。ブロック３０は複数のラス４１を含む。
【００１２】
　本発明者らは、母相がラスマルテンサイトである低合金鋼のクリープ変形のメカニズム
を以下のように考えた。高温で鋼がクリープ変形するとき、初めにラス内の転位が移動し
、ラス境界４でピンニングされる。要するに、ラス境界４はクリープ変形に対する抵抗と
なる。ラス境界４に複数の転位が蓄積されると、蓄積された転位を駆動力としてラス同士
が合体及び成長する。ラス同士の合体及び成長が多発すると、転位はブロック境界３及び
パケット境界２に蓄積し始める。このとき、クリープ変形が進行する。ブロック境界３及
びパケット境界２での転位密度の増加によりブロック及びパケットが合体、成長すると、
転位は旧オーステナイト粒界に蓄積し始める。転位の蓄積により旧オーステナイト粒界で
動的再結晶が発生すれば、急速にクリープ変形が進行する。
【００１３】
　以上のメカニズムを想定して、本発明者らは低合金鋼の母相を従来にはないラスマルテ
ンサイトとし、かつ、ラス幅を小さくすればクリープ強度を向上できると考えた。ラス幅
を小さくする程、転位がピンニングされるラス境界４が増加する。ラス境界４が多いほど
転位の蓄積が分散され、転位が旧オーステナイト粒界に集中しにくい。そのため動的再結
晶が起こりにくく、クリープ変形が起こりにくい。
【００１４】
　また、本発明者らは、鋼中の析出物を微細化することにより低合金鋼のクリープ強度を
さらに向上できると考えた。微細析出物は転位をピンニングするためである。また、微細
析出物により旧オーステナイト粒界の粗大化が抑制され、旧オーステナイト粒が微細化す
るためである。
【００１５】
　さらに、本発明者らは析出物の微細化により鋼の靭性も向上すると考えた。析出物を微
細化することにより旧オーステナイト粒界に粗大な析出物が析出するのを防止できる。そ
のため、旧オーステナイト粒界の強度を上げ、析出物を起点とする割れの発生及び伝播を
抑制できる。
【００１６】
　種々の実験の結果、本発明者らはラス幅を２μｍ以下にし、かつ、析出物の大きさを１
μｍ以下にすれば、ボイラに用いられる従来の低合金鋼よりも優れたクリープ強度が得ら
れることを見出した。また、上記ラス幅及び析出物の大きさにすることにより、靭性がボ
イラに用いられる従来の低合金鋼よりも向上することを見出した。
【００１７】
　本発明者らは、低合金鋼の母相をラスマルテンサイトにし、かつ析出物を微細化するた
めに、種々の製造方法を検討した。検討した結果、加工後の焼き入れの冷却速度を１０℃
／秒以上にすれば、母相がラスマルテンサイトになり、そのラス幅は２μｍ以下になり、
かつ、析出物が１μｍ以下になることを見出した。
【００１８】
　以上の知見に基づいて、本発明者らは以下の本発明を完成した。
【００１９】
　本発明による低合金鋼は、質量％で、Ｃ：０．０１～０．１５％、Ｓｉ：０．７％以下
、Ｍｎ：０．１～０．７％、Ｃｒ：１．５～３．５％、Ｔｉ：０．００５～０．０２％、
Ｂ：０．０００６～０．０１％、Ｖ：０．０５～０．３、Ｎｂ：０．０１～０．１％、Ａ
ｌ：０．００５～０．０５％、Ｎ：０．００２～０．０５％、Ｍｏ＋Ｗ：０．０３～３．
５％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０２５％以下、Ｎｉ：０～０．８％、Ｃａ：０～
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０．００５％、Ｎｄ：０～０．１０％を含有し、残部はＦｅ及び不純物からなる組成を有
し、母相はラス幅が２μｍ以下のラスマルテンサイトであり、かつ、鋼中の析出物の大き
さは１μｍ以下である。

【００２０】
　ここで、ラス幅はたとえば次のように求めることができる。まず、表面の脱炭層以外の
低合金鋼部分のうち任意の５６μｍ２の領域を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて１０視
野観察する。各領域でラスのラス幅を求める。具体的には、図２に示すようにラスの短径
をラス幅ＬＷとして測定する。ラス幅を測定した後、大きい順に１０個の測定値を各領域
で選択する。全ての領域の選択された測定値（合計１００個の測定値）の平均値をラス幅
と定義する。
【００２１】
　析出物はたとえば、炭化物、窒化物、炭窒化物である。具体的には、Ｃｒ炭化物、Ｖ炭
窒化物、Ｎｂ炭窒化物、Ｗ炭化物、Ｍｏ炭化物、Ｔｉ炭化物、Ｔｉ窒化物等である。
【００２２】
　析出物の大きさは、たとえば次のように求めることができる。まず、表面の脱炭層以外
の低合金鋼部分のうち任意の５６μｍ２の領域を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて１０
視野観察する。各領域で観察された析出物のうち、大きいものから１０個選択する。選択
された析出物の長径及び短径を測定し、それらの平均値を析出物の大きさとする。ここで
、長径とは図３に示す通り、析出物１００と母相５０との界面上の異なる２点を結ぶ直線
のうち、最大のものをいい、短径とは最小のものをいう。
【００２３】
　本発明による低合金鋼の製造方法は、質量％で、Ｃ：０．０１～０．１５％、Ｓｉ：０
．７％以下、Ｍｎ：０．１～０．７％、Ｃｒ：１．５～３．５％、Ｔｉ：０．００５～０
．０２％、Ｂ：０．０００６～０．０１％、Ｖ：０．０５～０．３、Ｎｂ：０．０１～０
．１％、Ａｌ：０．００５～０．０５％、Ｎ：０．００２～０．０５％、Ｍｏ＋Ｗ：０．
０３～３．５％、Ｐ：０．０２５％以下、Ｓ：０．０２５％以下、Ｎｉ：０～０．８％、
Ｃａ：０～０．００５％、Ｎｄ：０～０．１０％を含有し、残部はＦｅ及び不純物からな
り、残部はＦｅ及び不純物からなる素材を熱間加工して低合金鋼にする工程と、熱間加工
した低合金鋼を１０００～１１００℃に均熱する工程と、均熱後、低合金鋼を１０℃／秒
以上の冷却速度で焼入する工程と、焼入後、低合金鋼をＡｃ１点以下の温度で焼き戻す工
程とを備える。
【００２４】
　ここで、素材とはたとえば鋼塊や連続鋳造材である。連続鋳造材とはたとえばスラブで
ありビレットである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　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。図中同一又は相当部分に
は同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００２６】
　１．化学組成
　本発明の実施の形態による低合金鋼は、以下の組成を有する。以降、合金元素に関する
％は質量％を意味する。
【００２７】
　Ｃ：０．０１～０．１５％
　Ｃは後述するＣｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔｉ、Ｆｅと結合して炭化物を形成し、これ
により鋼の高温強度を改善する。Ｃ含有量が少なすぎると、炭化物の析出が少なくなり高
温強度が改善されない。また、鋼の母相にフェライト相が形成されるため靭性が向上しな
い。一方、Ｃ含有量が高すぎると、炭化物が粗大化し、靭性が劣化する。さらに溶接性も
劣化する。Ｃ含有量は０．０１～０．１５％とする。好ましいＣ含有量は０．０５～０．
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１２％である。
【００２８】
　Ｓｉ：０．７％以下
　Ｓｉは鋼を硬化する。Ｓｉ含有量が高すぎると鋼の靭性及び加工性を劣化させる。また
、鋼板の厚さ又は鋼管の肉厚が２０ｍｍを超える場合、高いＳｉ含有量は焼き戻し脆化を
引き起こす。そのため、Ｓｉ含有量は０．７％以下にする。好ましいＳｉ含有量は０．５
％以下である。一方、Ｓｉは脱酸剤であり、さらに耐水蒸気酸化性を改善する。そのため
、好ましいＳｉ含有量は０．１～０．７％であり、さらに好ましいＳｉ含有量は０．１～
０．５％である。
【００２９】
　Ｍｎ：０．１～０．７％
　Ｍｎは鋼の熱間加工性を改善する元素であり、組織の安定化に寄与する。Ｍｎ含有量が
高すぎると、鋼を硬化し、靭性及び加工性を劣化する。また、高いＭｎ含有量は焼き戻し
脆化を引き起こす。そのため、Ｍｎ含有量は０．１～０．７％にする。好ましいＭｎ含有
量は０．１～０．５％である。
【００３０】
　Ｃｒ：１．５～３．５％
　Ｃｒは鋼の耐酸化性及び高温耐食性を改善する元素である。Ｃｒ含有量が高すぎると、
靭性、溶接性及び熱伝導性が悪化する。そのため、Ｃｒ含有量は１．５～３．５％にする
。好ましいＣｒ含有量は２．０～２．６％である。
【００３１】
　Ｔｉ：０．００５～０．０２０％
　ＴｉはＣと結合してクリープ強度に寄与する炭化物を形成する。さらに炭化物の形成に
より結晶粒の微細化に寄与する。Ｔｉ含有量が高すぎると鋼を硬化し、靭性、溶接性、加
工性を劣化する。そのため、Ｔｉ含有量は０．００５～０．０２０％にする。好ましいＴ
ｉ含有量は０．００５～０．０１５％である。
【００３２】
　Ｂ：０．０００６～０．０１％
　Ｂは焼き入れ性に寄与し、鋼の強度を増加する。Ｂ含有量が高すぎると、Ｂは粒界に偏
析し、粒界の炭化物を粗大化する。そのため、鋼の強度や靭性が低下する。そのため、Ｂ
含有量は０．０００６～０．０１％にする。好ましいＢ含有量は０．００１０～０．００
６０％である。
【００３３】
　Ｖ：０．０５～０．３％
　ＶはＣ及びＮと結合してクリープ強度に寄与する炭窒化物を形成する。Ｖ含有量が高す
ぎるとかえってクリープ強度を低下させ、かつ、靭性及び溶接性も低下する。そのため、
Ｖ含有量は０．０５～０．３％にする。好ましいＶ含有量は０．０５～０．２５％である
。
【００３４】
　Ｎｂ：０．０１～０．１％
　ＮｂはＶと同様に炭窒化物を形成し、クリープ強度に寄与する。Ｎｂ含有量が高すぎる
と鋼を硬化させ靭性及び加工性を低下する。そのため、Ｎｂ含有量は０．０１～０．１％
にする。好ましいＮｂ含有量は０．０１～０．０８％である。
【００３５】
　Ａｌ：０．００５～０．０５％
　Ａｌは脱酸剤として有効である。Ａｌ含有量が高すぎると高温強度及び加工性を低下す
る。そのため、Ａｌ含有量は０．００５～０．０５％にする。好ましいＡｌ含有量は０．
００５～０．０２０％である。
【００３６】
　Ｎ：０．００２～０．０５％
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　ＮはＶ及びＮｂと結合して窒化物を形成する。Ｎ含有量が高すぎると粗大な窒化物の形
成を促進することにより強度、靭性、溶接性及び加工性を低下する。そのためＮ含有量は
０．００２～０．０５％にする。好ましいＮ含有量は０．００２～０．０１０％である。
【００３７】
　Ｍｏ＋Ｗ：０．０３～３．５％
　Ｍｏ及びＷは、固溶することにより、及び微細な炭化物を形成することによりクリープ
強度に寄与する。Ｍｏ及びＷを過剰に含有すれば、鋼を硬化し、靭性、溶接性及び加工性
を低下する。そのため、Ｍｏ含有量とＷ含有量との合計（Ｍｏ＋Ｗ）は０．０３～３．５
％である。好ましくは、０．１～２．５％である。
【００３８】
　Ｐ：０．０２５％以下
　Ｓ：０．０２５％以下
　Ｐ及びＳは不純物である。Ｐ及びＳは粒界に偏析して靭性及びクリープ強度を低下する
。また、溶接性及び加工性を低下する。そのため、Ｐ含有量及びＳ含有量は共に０．０２
５％以下に制限される。好ましいＰ含有量は０．０１５％以下であり、好ましいＳ含有量
は０．０１０％以下である。
【００３９】
　Ｎｉ：０～０．８％
　Ｎｉは選択的に添加される。Ｎｉはオーステナイト安定化元素である。また、Ｎｉは靭
性を改善する。しかしながら、Ｎｉ含有量が高すぎると高温強度を低下させる。そのため
，Ｎｉ含有量は０～０．８％にする。好ましいＮｉ含有量は０～０．３％である。
【００４０】
　Ｃａ：０～０．００５％
　Ｃａは選択的に添加される。Ｃａは靭性及びクリープ強度を低下する元素であるＳを固
定する。これにより、靭性及びクリープ強度に寄与する。過剰にＣａを含有すると炭化物
や硫化物を粗大化し、靭性及びクリープ強度を低下する。そのため、Ｃａ含有量は０～０
．００５％にする。好ましいＣａ含有量は０．０００５～０．００５％である。
【００４１】
　Ｎｄ：０～０．１０％
　Ｎｄは選択的に添加される。ＮｄはＣａと同様にＳを固定し、靭性及びクリープ強度に
寄与する。過剰にＮｄを含有するとかえって靭性及びクリープ強度を低下する。そのため
、Ｎｄ含有量は０～０．１０％にする。好ましいＮｄ含有量は０．００１～０．１０％で
ある。
【００４２】
　なお、残部はＦｅで構成されるが、製造過程の種々の要因により他の不純物が含まれる
こともあり得る。他の不純物とは、たとえばＯ（酸素）等である。なお、これら不純物に
より本実施の形態の低合金鋼の特徴が変わることはない。
【００４３】
　２．微細組織
　本実施の形態による低合金鋼の母相は、表面の脱炭された部分を除いてラスマルテンサ
イトである。さらに、ラスマルテンサイト中のラスのラス幅は２μｍ以下である。
【００４４】
　ラス幅が２μｍ以下の微細なラスにより、鋼中を移動する転位はラス境界に蓄積される
。そのため、旧オーステナイト粒界に転位が過剰に蓄積されるのを抑制できる。要するに
、変形中に発生する歪みを旧オーステナイト粒界以外の部分に分散できる。そのため、ク
リープ強度を向上できる。
【００４５】
　さらに、本実施の形態による低合金鋼は析出物を含み、その大きさは１μｍ以下である
。微細な析出物は相変態時における結晶粒の成長を抑制し、結晶粒を微細化する。そのた
め鋼の靭性は向上する。また、析出物を微細化することにより旧オーステナイト粒界に粗



(7) JP 4321434 B2 2009.8.26

10

20

30

40

50

大な析出物が生成されるのを防止する。そのため、旧オーステナイト粒界での割れの発生
及び伝播を防止でき、鋼の靭性は向上する。
【００４６】
　さらに、微細析出物は析出強化に寄与する。そのためクリープ強度及び高温引張強度を
向上できる。
【００４７】
　なお、析出物は上述した通り、炭化物、窒化物、炭窒化物である。具体的には、Ｃｒ炭
化物、Ｖ炭窒化物、Ｎｂ炭窒化物、Ｗ炭化物、Ｍｏ炭化物、Ｔｉ炭化物、Ｔｉ窒化物等で
ある。
【００４８】
　ラス幅はたとえば次のように求めることができる。まず、表面の脱炭層以外の低合金鋼
部分のうち任意の５６μｍ２の領域を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて１０視野観察す
る。各領域でマルテンサイトラスのラス幅を測定する。図２に示すようにマルテンサイト
ラスの短径をラス幅ＬＷとして測定する。ラス幅を測定した後、大きい順に１０個の測定
値を各領域で選択する。全ての領域の選択された測定値（合計１００個の測定値）の平均
値をラス幅と定義する。
【００４９】
　析出物の大きさは、たとえば次のように求めることができる。まず、表面の脱炭層以外
の低合金鋼部分のうち任意の５６μｍ２の領域を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて１０
視野観察する。各領域で観察された析出物のうち、大きいものから１０個選定する。この
とき、析出物の種類は問わない。選定された析出物の長径及び短径を測定し、それらの平
均値を析出物の大きさとする。ここで、長径とは図３に示す通り、析出物１００と母相５
０との界面上の異なる２点を結ぶ直線のうち、最大のものをいい、短径とは最小のものを
いう。
【００５０】
　３．製造方法
　本実施の形態による低合金鋼は、ボイラに用いられる従来の低合金鋼と異なり母相がラ
スマルテンサイトである。母相をラスマルテンサイトにするために熱間加工後の低合金鋼
を１０℃／秒以上の冷却速度で焼き入れする。本実施の形態による低合金鋼の製造方法の
詳細を以下に示す。
【００５１】
　上記化学組成の鋼を溶製し、溶鋼を連続鋳造法又は造塊法により鋼塊にする。その後、
必要に応じて鋼塊を分塊圧延し丸ビレットにする。続いて、鋼塊又は丸ビレットを熱間加
工して低合金鋼管等にする。
【００５２】
　加工により低合金鋼を継目無鋼管にする場合、マンネスマン法を採用する。マンネスマ
ン法により製造した継目無鋼管に対して焼き入れ焼き戻しを実施する。具体的には、継目
無鋼管を１０００～１１００℃に均熱する。均熱後の継目無鋼管を１０℃／秒以上の冷却
速度で室温以下に焼き入れする。水冷により冷却するのが好ましい。この焼き入れにより
、継目無鋼管の母相はラスマルテンサイトになり、かつ、ラス幅は２μｍ以下になる。焼
き入れ後、継目無鋼管をＡＣ１点温度以下で焼き戻す。好ましくは、熱処理炉に継目無鋼
管を挿入し、７００～８００℃の炉温で継目無鋼管を焼き戻す。このときの結晶粒は微細
であるため、析出物は粗大化せず、１μｍ以下の大きさになる。
【００５３】
　一方、加工により低合金鋼を鋼板にする場合、スラブ又はインゴットを熱間圧延して鋼
板にする。鋼板はたとえば曲げ加工されオープンパイプになり、さらに継ぎ目部を溶接さ
れて溶接鋼管になる。鋼板の焼き入れ焼き戻しの条件は継目無鋼管のものと同じである。
【００５４】
　以上の製造方法により製造された低合金鋼の母相は、表面の脱炭された部分を除きラス
マルテンサイト組織になる。また、ラスマルテンサイト中のラス幅は２μｍ以下になる。



(8) JP 4321434 B2 2009.8.26

さらに析出物の大きさは１μｍ以下になる。
【実施例１】
【００５５】
　化学組成及び組織の異なる複数の供試材のクリープ強度、高温引張強度及び靭性を調査
した。
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【表１】

【００５６】
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　表１に示す化学組成を有する溶鋼を８０ｔ転炉で溶製した。溶鋼を造塊法により１０ｔ
インゴットにし、さらにインゴットを鍛造して直径３６０ｍｍの丸ビレットにした。丸ビ
レットをマンネスマン法にて継目無鋼管にし、その後表１中のＴ１℃で５～１０分均熱し
た。均熱後、表１の冷却速度ＣＲで冷却した。このとき、供試材番号８～１０は空冷し、
それ以外は水冷した。空冷の冷却速度は風量で調整し、水冷の冷却速度は水量で調整した
。冷却後、大気炉にて焼き戻しを実施した。このとき、焼き戻し温度を７７０℃にし、均
熱時間を６０～１８０分とした。
【００５７】
　製造した継目無鋼管のうち、脱炭層がなく軸方向に垂直な部分から組織観察用の試験片
を加工した。具体的には、試験片として幅１０ｍｍ、長さ２０ｍｍ、厚さ８０μｍの薄片
を採取した。採取した薄片を電解研磨法により研磨し薄膜化した。電解液に５％過塩素酸
、９５％メチルアルコール溶液を用い、－２０℃以下の電解浴中で電解研磨を実施した。
研磨後、透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて任意の５６μｍ２の領域を１０箇所観察し、
ラス幅及び析出物の大きさを求めた。ラス幅及び析出物の大きさは上述した方法で求めた
。
【００５８】
　供試材１～７の化学組成、ラス幅及び析出物の大きさはいずれも本発明の規定範囲内で
あった。一方、供試材８～１０の化学組成は本発明の規定範囲内であったものの、ラス幅
及び析出物の大きさは本発明の規定範囲を超えた。具体的には、冷却速度が遅かったため
、母相がラスマルテンサイトにならずラスが生じなかった。また、遅い冷却速度により析
出物が粗大化した。供試材１１の化学組成は本発明の規定範囲内であったが、焼き入れ温
度が９５０℃と低かったためラスが微細化せず、ラス幅が２μｍを超えた。さらに、焼き
入れ温度での均熱時に未固溶の析出物が残存したため、析出物の大きさが１μｍを超えた
。供試材１２の化学組成は本発明の規定範囲内であったが、析出物の大きさが１μｍを超
えた。
【００５９】
　供試材１３～２９の化学組成は本発明の規定範囲外であった。
【００６０】
　［クリープ破断試験］
　製造した各継目無鋼管からクリープ破断試験用の試験片を加工した。試験片は丸棒試験
片とし、幅を６ｍｍ、標点間距離を３０ｍｍとした。
【００６１】
　クリープ破断試験は試験温度５５０℃にて最長１５０００時間の試験を実施し、内挿に
より５５０℃×１０４時間のクリープ破断強度を求めた。
【００６２】
　［高温引張試験］
　製造した各継目無鋼管から高温引張試験用の試験片を加工した。試験片はクリープ破断
試験片と同じ形状とした。高温引張試験はＪＩＳＧ０５６７規格に基づいて実施した。こ
のとき、試験温度を５００℃にした。
【００６３】
　［シャルピー衝撃試験］
　製造した各継目無鋼管からＪＩＳ４号試験片（１０ｍｍ×１０ｍｍ×５５ｍｍ、２ｍｍ
Ｖノッチ）を加工した。シャルピー衝撃試験はＪＩＳＺ２２４２規格に基づいて実施した
。このとき０℃でのエネルギーを測定した。
【００６４】
　［試験結果］
　供試材１～７はいずれも高い靭性、クリープ強度及び高温引張強度を示した。０℃の破
壊靭性値は１００Ｊを超えた。また、クリープ強度は１８０ＭＰａを超えた。高温引張強
度は４００ＭＰａを超えた。
【００６５】
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　一方、供試材８～１０はいずれも破壊靭性値が低く、クリープ強度も低かった。旧オー
ステナイト粒界に析出した粗大な析出物が靭性を低下させ、母相にラスが生成されなかっ
たためクリープ強度が低かったと考えられる。
【００６６】
　供試材１１は破壊靭性値が１００Ｊ未満であった。析出物が粗大化したためと考えられ
る。また、ラス幅が広いため、クリープ強度が１８０ＭＰａ未満であり、引張強度も４０
０ＭＰａ未満であった。供試材１２は析出物の粗大化に起因して破壊靭性値が低く、ラス
幅が広いためクリープ強度が低かった。
【００６７】
　供試材１３～２９は、化学組成の何れかが本発明の規定範囲外であることに起因して靭
性値、クリープ強度、引張強度の少なくとも１つが基準値未満であった。供試材１３はＣ
含有量が低すぎるため、マルテンサイトラスが微細化せず、クリープ強度及び靭性が低か
った。また、析出物の析出量が少ないため、靭性が低かった。供試材１４はＳｉ含有量が
高すぎるため靭性が低かった。供試材１５はＣｒ含有量が高すぎるため靭性が低かった。
供試材１６はＮｉ含有量が高いためクリープ強度及び高温引張強度が低かった。供試材１
７はＶ含有量が低いため高温引張強度が低かった。供試材１８はＶ含有量が高いため析出
物が粗大化した。そのため靭性及びクリープ強度が低かった。供試材１９はＮｂ含有量が
低いためクリープ強度が低かった。供試材２０はＮｂ含有量が高いため析出物が粗大化し
、靭性が低かった。供試材２１はＡｌ含有量が高いためクリープ強度及び高温引張強度が
低かった。供試材２２はＮ含有量が高いため析出物（窒化物及び炭窒化物）が粗大化した
。そのため、靭性、クリープ強度及び高温引張強度が低かった。供試材２３はＭｏ＋Ｗ含
有量が低いためクリープ強度及び高温引張強度が低かった。供試材２４はＭｏ＋Ｗ含有量
が高く、供試材２５はＴｉ含有量が高く、供試材２６はＢ添加量が高いため、これらの供
試材中の析出物は粗大化した。そのため、これらの供試材の靭性は低かった。供試材２７
及び２８はそれぞれ不純物であるＰ、Ｓの含有量が高いため靭性が低かった。供試材２９
はＣａ含有量が高いため析出物が粗大化し、靭性、クリープ強度及び高温引張強度が低か
った。
【００６８】
　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】
【００６９】
　本発明による低合金鋼はクリープ強度及び靭性が必要な用途に利用可能であり、特に水
壁管や管よせ等のボイラ用部品に用いられるボイラ用鋼材として利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】マルテンサイト鋼の組織を説明するための模式図である。
【図２】図１中の領域４０の組織を示す模式図である。
【図３】本発明の実施の形態による低合金鋼中の析出物の形状を示す模式図である。
【符号の説明】
【００７１】
　４１　ラス
　５０　母相
　１００　析出物
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【図３】
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