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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．００１～０．０１５％、Ｓｉ：０．０１～０．３０％、Ｍｎ：０．
０１～０．５０％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００１５％以下、Ｎｉ：３０．００
～３２．００％、Ｃｒ：２６．００％を超え２８．００％以下、Ｍｏ：６．００～７．０
０％、Ｃｕ：１．００％を超え１．４０％以下、Ａｌ：０．００１～０．１０％、Ｎ：０
．１５～０．２５％、Ｂ：０．０００５～０．００３０％、Ｃａ：０．０００１～０．０
０２０％、Ｍｇ：０．０００１～０．００５０％、Ｏ：０．０００１～０．００５０％、
残部：Ｆｅおよび不可避不純物からなるＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金。
【請求項２】
　非金属介在物としてＭｇＯ、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネル、ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－Ｍｇ
Ｏ系酸化物のいずれか１種または２種以上を含み、長径が３μｍ以上の非金属介在物のう
ち、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネルの個数比率が５０％以下で、長径が３０μｍ以上の非金
属介在物の個数比率が２０％以下であることを特徴とする請求項１に記載のＦｅ－Ｎｉ－
Ｃｒ－Ｍｏ合金。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金の製造方法であって、電気炉に
原料を装入し、質量％で、Ｃｒ：２６．００％を超え２８．００％以下、Ｎｉ：３０．０
０～３２．００％、Ｍｏ：６．００～７．００％含有するＦｅ－Ｃｒ－Ｎｉ－Ｍｏ合金溶
湯を溶製し、次いで、ＡＯＤ精錬、ＶＯＤ精錬、およびＡＯＤ精錬に続きＶＯＤ精錬の３
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通りのいずれかの処理で脱炭した後に、石灰、蛍石、フェロシリコン合金およびＡｌを投
入し、ＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３比：３～１０、ＣａＯ／ＳｉＯ２比：５～２０、ＭｇＯ：３～
１０質量％からなるＣａＯ－ＳｉＯ２－ＭｇＯ－Ａｌ２Ｏ３－Ｆ系スラグを用い、請求項
１に記載の成分組成となるように溶鋼成分の調整を行い、その後、該合金溶湯を連続鋳造
法または普通造塊法にて鋳造し、スラブを製造することを特徴とするＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－
Ｍｏ合金の製造方法。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐衝撃性及び表面性状に優れ、かつニッケル製錬プラントや海洋構造物等へ
の使用に耐えるＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えばオーステナイト系ステンレス鋼などのようなクロム及びモリブデン含有合金は、
その良好な耐食性から様々な分野で利用されている。しかしながら、ニッケル製錬プラン
トや海洋構造物などに用いる場合には、全面腐食や孔食等極めて有害な腐食が生じ易く、
汎用オーステナイト系ステンレス鋼であるＳＵＳ３０４やＳＵＳ３１６等では耐食性は充
分ではなかった。そこで、耐食性の向上を図るため、ＣｒやＭｏの含有量を増加し、Ｎを
添加する試みがなされてきた。例えば特許文献１には、オーステナイト系ステンレス鋼の
耐食性は一般に下記（１）式で表される数値で評価でき、この数値が高いほど優れた耐食
性を示すことが開示されている。
【０００３】
［数１］
　Ｃｒ＋３．３×Ｍｏ＋１６×Ｎ （１）
　（Ｃｒ、Ｍｏ、Ｎは各成分元素の含有量（質量％））
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－３１３１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　オーステナイト系ステンレス鋼において耐食性を向上させるためには、上記（１）式か
ら分かるように、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｎの含有量を高める必要がある。しかしながら、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｎの含有量が増加すると、σ相やχ相の金属間化合物やＣｒ－Ｍｏ系窒化物が析出し
易くなって耐衝撃性が低下し、板材の製造ができなくなることがあった。すなわち、熱間
圧延にてコイルを製造した後の冷却時にσ相等が析出し、次工程においてコイルを巻き戻
す際にσ相等を起点として破断に至ることがあった。さらに、板材に析出した非金属介在
物が表面に存在すると表面疵となり、製品としての商品価値を損なうばかりでなく、耐食
性等への品質特性にも悪影響を及ぼす。
【０００６】
　また、ＣｒやＭｏは高価な金属であるため、その含有量を高めると製造コストが増加す
る。さらに、Ｎは、安価に入手できる合金元素であり、オーステナイト相安定化元素であ
るため、金属間化合物の析出を抑える効果があるが、大気圧下で溶解する場合には、溶存
可能なＮ濃度には限度がある。このため、大気圧下でのＮの平衡濃度を超えて溶解させる
ためには、加圧溶解炉などの特殊な設備が必要となる。一方、鋼中のＮ濃度が高まるにつ
れて鋼の強度も高まるため、加工が困難となる。
【０００７】
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　本発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、耐衝撃性及び
表面性状に優れ、ニッケル製錬プラント及び海洋構造物等への使用に耐えるＦｅ－Ｎｉ－
Ｃｒ－Ｍｏ合金およびその製造方法を提供することを目的としている。　
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　発明者らは、まず、種々の鋼材に対してシャルピー衝撃試験により耐衝撃性を測定した
。衝撃値が低いとσ相がより多く析出し、脆化を起こしていることを示す。鋼材の成分に
ついては、成分規格範囲内（ＡＳＴＭ　Ｂ６２５－０５　ＵＮＳ　Ｎ０８０３１）におい
てＳｉ、Ｍｎ含有量が高く、σ相やχ相などの金属間化合物の析出を抑制する上で有効な
元素であるＮｉおよびＮ濃度を高めに成分設計した鋼塊を作製したところ、耐衝撃性が悪
く、板材の製造は不可能と判断された。この原因を探るべく、試験片のミクロ組織観察を
行ったところ、粒界および粒内に多くのσ相が析出し、脆化していたことが判った。そこ
でσ相生成を助長させる元素であるＳｉ、Ｍｎの含有量を少なくした鋼塊を作製し、シャ
ルピー衝撃試験を行った結果、高い衝撃値が得ることができた。その試料においてもミク
ロ組織観察を行ったところ、σ相が著しく減少していることが判った。以上の知見からＳ
ｉ：０．３０質量％以下、Ｍｎ：０．５０質量％以下であるとσ相が析出せず、耐衝撃性
が向上し、脆化しないことを見出した。
【０００９】
　本発明のＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金は、上記知見に基づいてなされたもので、質量％
で、Ｃ：０．００１～０．０１５％、Ｓｉ：０．０１～０．３０％、Ｍｎ：０．０１～０
．５０％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００１５％以下、Ｎｉ：３０．００～３２．
００％、Ｃｒ：２６．００％を超え２８．００％以下、Ｍｏ：６．００～７．００％、Ｃ
ｕ：１．００％を超え１．４０％以下、Ａｌ：０．００１～０．１０％、Ｎ：０．１５～
０．２５％、Ｂ：０．０００５～０．００３０％、Ｃａ：０．０００１～０．００２０％
、Ｍｇ：０．０００１～０．００５０％、Ｏ：０．０００１～０．００５０％、残部：Ｆ
ｅおよび不可避不純物からなることを特徴としている。
【００１０】
　また、上記の鋼塊から作製した板材における表面疵の詳細な調査・研究を行った結果、
表面疵の原因は、クラスター状のＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネル、あるいは大型化した非金
属介在物であることが判った。特に、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネルは高融点かつ硬質であ
り、加えてクラスター化しやすいことから、表面疵の原因となり易い。このような調査結
果をもとに非金属介在物の組成、サイズに関して検討を行い、非金属介在物の組成がＭｇ
Ｏ、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネル、ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系酸化物のいずれか１種
または２種以上からなり、かつ長径３μｍ以上からなる非金属介在物のうち、長径が５０
μｍ以上となる非金属介在物の個数比率が２０％以下であれば、表面疵が発生しないこと
が判った。また、合金中酸素濃度が５０ｐｐｍを超えると非金属介在物の量が多くなるの
と同時に大型になることで、表面疵が発生することも分かった。
【００１１】
　したがって、本発明は、非金属介在物としてＭｇＯ、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネル、Ｃ
ａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系酸化物のいずれか１種または２種以上を含み、長径が３μｍ
以上の非金属介在物のうち、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネルの個数比率が５０％以下で、長
径が３０μｍ以上の非金属介在物の個数比率が２０％以下であることを好ましい態様とし
ている。
【００１２】
　また、本発明は、上記Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金の製造方法であり、電気炉に原料を
装入し、質量％で、Ｃｒ：２６．００％を超え２８．００％以下、Ｎｉ：３０．００～３
２．００％、Ｍｏ：６．００～７．００％含有するＦｅ－Ｃｒ－Ｎｉ－Ｍｏ合金溶湯を溶
製し、次いで、ＡＯＤ精錬、ＶＯＤ精錬、およびＡＯＤ精錬に続きＶＯＤ精錬の３通りの
いずれかの処理で脱炭した後に、石灰、蛍石、フェロシリコン合金およびＡｌを投入し、
ＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３比：３～１０、ＣａＯ／ＳｉＯ２比：５～２０、ＭｇＯ：３～１０質
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量％からなるＣａＯ－ＳｉＯ２－ＭｇＯ－Ａｌ２Ｏ３－Ｆ系スラグを用い、上記Ｆｅ－Ｎ
ｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金の成分組成となるように溶鋼成分の調整を行い、その後、該合金溶湯
を連続鋳造法、または普通造塊法にて鋳造し、スラブを製造することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ニッケル製錬プラントや海洋構造物等に使用されるＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ
－Ｍｏ合金の耐衝撃性を著しく改善することが可能であり、コイルによる板材の生産が可
能になるとともに、非金属介在物起因の表面疵を大幅に低減することができるので、生産
性の向上と製品歩留の向上のみならず品質向上にも寄与する。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　まず、本発明に用いる鋼の化学成分の限定理由について説明する。なお、以下の説明に
おいて「％」は「質量％」を意味する。
【００１５】
Ｃ：０．００１～０．０１５％
　Ｃは、合金に強度を付与するために必要な元素であるため０．００１％以上含有させる
必要がある。しかしながら、０．０１５％を超えて含有すると、溶接熱影響部あるいは固
溶化熱処理後の冷却速度が遅い場合において、結晶粒界に（Ｃｒ、Ｆｅ）２３Ｃ６として
析出し、Ｃｒ欠乏層を生成することにより、本合金の耐粒界腐食性を劣化させる。したが
って、Ｃの上限を０．０１５％とした。
【００１６】
Ｓｉ：０．０１～０．３０％
　Ｓｉは、脱酸のために有効な元素であって０．０１％以上の添加が必要である。しかし
ながら、過剰に添加してもその効果が飽和するとともに、延性の低下や強度の上昇を招き
、さらに耐衝撃性を低下させるσ相やχ相などの金属間化合物の析出を抑制し、また耐食
性劣化を抑制するには過剰な添加は抑える必要があるため、Ｓｉの上限を０．３０％とし
た。
【００１７】
Ｍｎ：０．０１～０．５０％
　Ｍｎは、脱酸のために有効な元素であって０．０１％以上の添加が必要である。しかし
ながら、耐衝撃性を低下させるσ相やχ相などの金属間化合物の析出を抑制し、また耐食
性劣化を抑制するには過剰な添加は抑える必要があるため、Ｍｎの上限を０．５０％とし
た。
【００１８】
Ｐ：０．０２０％以下
　Ｐは、不純物として不可避的に混入する元素であり、結晶粒界に偏析し易く、耐食性お
よび熱間加工性の観点からは少ない方が望ましいので、含有量は０．０２０％以下とする
。
【００１９】
Ｓ：０．００１５％以下
　Ｓは、Ｐと同様に不可避的に混入する元素であり、結晶粒界に偏析、または硫化物を形
成し、孔食等の耐食性および熱間加工性を劣化させる元素であることから、その含有量は
０．００１５％以下とする。
【００２０】
Ｎｉ：３０．００～３２．００％
　Ｎｉは、オーステナイト相生成元素であり、σ相やχ相などの金属間化合物の析出を抑
制する上で有効な元素であって３０．００％以上の添加が必要である。ただし、Ｎｉは溶
鋼中のＮの溶解度を低下させる性質も併せ持つことから、その含有量は３２．００％以下
とする。
【００２１】
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Ｃｒ：２６．００％を超え２８．００％以下
　Ｃｒは、耐食性を向上させる元素であるため２６．００％を超えて含有する。しかしな
がら、Ｃｒはσ相やχ相等の金属間化合物の形成を助長し、かえって耐食性を劣化させる
ため、２８．００％以下とする。
【００２２】
Ｍｏ：６．００～７．００％
　Ｍｏは、耐食性を向上させるために有効な元素であるが、７．００％を超えて含有する
と、Ｃｒと同様にσ相やχ相などの金属間化合物の生成を助長し、耐食性をかえって劣化
させるので、６．００～７．００％以下とした。
【００２３】
Ｃｕ：１．００％を超え１．４０％
　Ｃｕは、耐酸性を向上させるために有効な元素であり、その効果を得るためには１．０
０％を超えて含有する必要がある。しかしながら、１．４０％を超えて含有すると、熱間
加工性を低下させるため１．００～１．４０％とした。
【００２４】
Ａｌ：０．００１～０．１０％
　Ａｌは、有効な脱酸元素であるが、０．００１％以上含有しないとその効果が得られな
い。一方、Ａｌの含有量が０．１０％を超えると、脱酸の効果が飽和する。また、Ａｌは
金属間化合物の析出を助長し、スラグ中のＣａＯを還元により溶鋼中のＣａ濃度上昇を招
き、ＣａＯ含有介在物の生成を促して耐食性の劣化を招く。そこで、上限を０．１０％と
定めた。
【００２５】
Ｎ：０．１５～０．２５％
　Ｎは、強力なオーステナイト相生成元素であるとともに、ＣｒやＭｏと同様に耐食性を
向上させるために有効な元素である。また、Ｎは、金属間化合物の析出を抑制するのに有
効であり、その効果を得るためには０．１５％以上含有する必要がある。しかしながら、
鋼中にＮを多量に含有させると熱間変形抵抗が高くなり、熱間圧延が困難になるため、０
．１５～０．２５％とした。
【００２６】
Ｂ：０．０００５～０．００３０％
　Ｂは、熱間加工性の向上に対して、極めて有効な元素であるが、その含有量が０．００
０５％に満たないとその効果は小さい。一方、過剰な添加はかえって熱間加工性を阻害す
る。そこで、上限を０．００３０％とした。
【００２７】
Ｏ：０．０００１～０．００５０％
　Ｏは、Ａｌ、Ｍｇ、Ｃａなどと反応し、非金属介在物を生成する。Ｏの濃度が０．００
５０％を超えると、非金属介在物の量が多くなるのと同時に大型になることで、表面疵が
発生することから、その上限を０．００５０％とした。また、合金に含まれる非金属介在
物の個数は少ない方が好ましいが、極端に低減するには製造コストの上昇をもたらす。そ
こで、下限は０．０００１％とした。
【００２８】
Ｃａ：０．０００１～０．００２０％
　Ｃａは、非金属介在物をＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系酸化物に制御するために有用な
元素であり、精錬工程において、スラグや耐火物中のＣａＯが還元されることによって溶
鋼中に供給される。しかしながら、Ｃａの含有量が０．００２０％を越えると、非金属介
在物中のＣａＯ濃度を上昇させ、耐食性に悪影響を与えることに加えて、３０μｍを超え
るサイズのＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系酸化物が発生し、製品板の表面欠陥を発生させ
ることから、その濃度には限界がある。そこで、本発明では、Ｃａの含有量を、０．００
０１～０．００２０％とした。
【００２９】
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Ｍｇ：０．０００１～０．００５０％
　Ｍｇは、熱間加工性向上に有効な元素であると共に、非金属介在物組成をＭｇＯ、Ｍｇ
Ｏ・Ａｌ２Ｏ３スピネルまたはＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系酸化物のうちの１種または
２種以上に制御するために必要な元素であり、精錬工程において、スラグや耐火物中のＭ
ｇＯが還元されることによって溶鋼中に供給される。しかしながら、Ｍｇの含有量が０．
００５０％を超えると、非金属介在物として硬質なＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３系が主体となり、
表面疵を引き起こす大型非金属介在物の存在頻度が増すため、Ｍｇの含有量には限界があ
る。そこで本発明では、Ｍｇの含有量を、０．０００１～０．００５０％とした。
【００３０】
非金属介在物
　本発明では、Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金に含有される非金属介在物は、ＭｇＯ、Ｍｇ
Ｏ・Ａｌ２Ｏ３スピネル、ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系酸化物のいずれか１種または２
種以上を含み、長径が３μｍ以上の非金属介在物のうち、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネルの
個数比率が５０％以下で、長径が３０μｍ以上の非金属介在物の個数比率が２０％以下で
あることを好ましい態様としている。以下、非金属介在物の組成、並びに個数比率限定の
根拠を示す。
【００３１】
ＭｇＯ、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３、ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ系酸化物のうちの１種または
２種以上を含み、長径が３μｍ以上の非金属介在物のうち、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネル
の個数比率が５０％以下
　これらの酸化物系非金属介在物は、フェロシリコンとＡｌにより脱酸した際に生成され
る脱酸生成物である。本発明に係るＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金は、合金中のＡｌ、Ｍｇ
、Ｃａの含有量に従い、ＭｇＯ、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネル、ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－Ｍ
ｇＯ系酸化物のうちの１種または２種以上を含む。しかしながら、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３ス
ピネルの個数比率が５０％を超えて存在した場合、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネルからなる
クラスターを形成しやすくなり、大型非金属介在物の個数比率が多くなり、表面疵を発生
させる。したがって、大型非金属介在物の個数比率を制限するためには、ＭｇＯ・Ａｌ２

Ｏ３スピネルの個数比率を５０％以下とすることが望ましい。
【００３２】
長径が３０μｍ以上となる非金属介在物の個数比率が２０％以下
　ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネルから形成されるクラスターや、脱酸が不十分の際に合金中
に生成される大型非金属介在物が表面疵を発生させる起因となる。しかしながら、長径３
μｍ以上からなる非金属介在物のうち、長径が３０μｍ以上となる非金属介在物の個数比
率が２０％以下であれば、表面欠陥が発生しないことが判った。よって、長径３μｍ以上
からなる非金属介在物のうち、長径が３０μｍ以上となる非金属介在物の個数比率は２０
％以下であることが望ましい。
【００３３】
製造方法
　本発明にかかるＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金の製造方法では、上述のようにスラグの組
成に特徴を有している。以下、本発明で規定するスラグ組成の根拠を説明する。
【００３４】
ＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３比：３～１０
　合金溶湯を効率よく脱酸、脱硫するため、かつ非金属介在物を制御するためには、スラ
グのＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３比を制御する必要がある。この比が３未満ではＡｌ２Ｏ３の活量
が低く、脱酸、脱硫することができなくなり、本発明におけるＳ濃度、Ｏ濃度の範囲に制
御することができなくなる。一方、ＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３比が１０を超えて高くなると、合
金溶湯中に還元されるＣａ濃度が高くなり、ＣａＯ濃度に富む非金属介在物を多数生成し
、Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金板の耐食性を劣化させることに加えて、大型非金属介在物
が生成されることから、上限を１０とした。このようなＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３比に制御する
ため、ＣａＯ成分として、石灰または蛍石、Ａｌ２Ｏ３成分として脱酸材であるＡｌの酸
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またはライムアルミネート原料を添加してもよい。
【００３５】
ＣａＯ／ＳｉＯ２比：５～２０
　合金溶湯を効率よく脱酸、脱硫するためには、スラグのＣａＯ／ＳｉＯ２比を制御する
必要がある。この比の値が２０を超えると相対的にＡｌ２Ｏ３の活量が高くなってしまい
、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネルの生成が助長され、請求項に記載の非金属介在物に制御す
ることができなくなる。一方、ＣａＯ／ＳｉＯ２比が５未満になると、スラグ中のＳｉＯ

２濃度が高くなり、合金溶湯中に還元されるＳｉ濃度も高くなる。その結果、本発明にお
けるＳｉ濃度範囲に制御することができなくなり、Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金板の耐衝
撃性を劣化させることから、下限を３とした。このようなＣａＯ／ＳｉＯ２比に制御する
ため、ＣａＯ成分として、石灰または蛍石、ＳｉＯ２成分として脱酸材であるＳｉの酸化
により生成されるシリカが使用される。あるいは、ＳｉＯ２成分として、珪砂を添加して
もよい。
【００３６】
ＭｇＯ：３～１０％
　スラグ中のＭｇＯは、溶鋼中に含まれるＭｇ濃度を請求項に記載される濃度範囲に制御
するために重要な元素であるとともに、非金属介在物組成を本発明の好ましい組成に制御
するためにも必要な元素である。そこで、下限を３％とした。一方、ＭｇＯ濃度が１０％
を越えると、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネルの生成を助長し、ＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネル
の個数比率を５０％以下に制御することが困難となる。そこで、ＭｇＯ濃度の上限を１０
％とした。スラグ中のＭｇＯは、ＡＯＤ精錬、あるいはＶＯＤ精錬する際に使用されるド
ロマイトレンガ、またはマグクロレンガがスラグ中に溶け出すことで、所定の範囲となる
。あるいは、所定の成分範囲に制御するため、ドロマイトレンガ、またはマグクロレンガ
の廃レンガを添加してもよい。
【実施例】
【００３７】
　次に、実施例を参照して本発明を詳細に説明する。６０ｔｏｎ電気炉において、鉄屑、
ステンレス屑、フェロニッケル、フェロクロム、純Ｎｉ、モリブデンおよび銅線屑を溶解
してＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金を溶製し、その鋼をＡＯＤ精錬、ＶＯＤ精錬あるいはＡ
ＯＤ精錬後ＶＯＤ精錬の３通りのいずれかの処理で脱炭処理後、石灰、蛍石、フェロシリ
コン合金およびＡｌを投入して塩基度を調整して、Ｃｒ還元、脱酸および脱硫し、最終的
に鋼の成分を調整して、表１に示した成分組成を有する合金溶湯を得、次いで、連続鋳造
法、あるいは普通造塊法で鋳造することにより当該合金スラブを得た。ここで、表１のＮ
ｏ．１～８は発明例を、また、Ｎｏ．９～１５は比較例を示したものである。また、表２
は製錬方法と鋳造方法の種類を示し、表中「ＣＣ」は連続鋳造法、「ＩＣ」は普通造塊法
を示す。
【００３８】
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【００３９】
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【表２】

【００４０】
　実施例および比較例において以下の評価を行った。
１．シャルピー衝撃試験
　スラブを熱間鍛造した鋼塊の鍛伸方向に鉛直な方向を長手とする試料を切り出し、厚さ
：５ｍｍ、幅：１０ｍｍ、長さ：５５ｍｍの試験片を作製し、室温、２ｍｍＶノッチでシ
ャルピー衝撃試験により耐衝撃性を測定した（ＪＩＳ　Ｚ　２２４２）。
【００４１】
２．合金板の製造可否
　鋼塊を厚さ６．５ｍｍに熱間圧延した後にコイルに巻き取り、コイルを冷却後、巻き戻
したときにコイルが破断したか否かを調べた。
【００４２】
３．化学成分
　Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金の化学成分は、蛍光Ｘ線分析により測定した。ただし、Ｃ
は赤外線吸収法、Ｏは不活性ガスインパルス融解赤外線吸収法により測定した。
【００４３】
４．非金属介在物
　鋳造後のスラブから試料を切り出し、その試料断面に含まれる長径３μｍ以上からなる
非金属介在物を無作為に３０点選出し、ＥＤＳ（エネルギー分散型Ｘ線分析）により定量
分析し、非金属介在物の同定を行った。
【００４４】
　また、鋳造後のスラブから試料を切り出し、その試料断面１００ｍｍ２あたりに含まれ
る長径３μｍ以上からなる非金属介在物の長径を光学顕微鏡観察により測定し、そのうち
の３０μｍ以上の介在物個数比率を得た。
【００４５】
５．合金板表面欠陥有無　
　熱間圧延合金板を冷間圧延し、その表面１ｍ２あたりに非金属介在物起因のスジ状表面
疵発生有無を目視にて観察し判定した。
【００４６】
　以上の評価の結果を表３に示す（化学成分を除く）。なお、表１において下線は本発明



(10) JP 5616283 B2 2014.10.29

10

20

30

40

50

で規定する成分を逸脱するものを示し、表３において下線は、本発明における好ましい範
囲を逸脱する場合を示す。
【表３】

【００４７】
　本発明例１～８の試料では、成分が全て本発明の範囲に入っており、熱間圧延後、冷却
した後にコイルを巻き戻す際に破断せず合金板の製造は問題なく行うことができた。また
、製造した合金板の表面に疵は認められなかった。
【００４８】
　一方、比較例９～１５の試料では、下線で示した成分が本発明の規定する範囲から外れ
ているために、耐衝撃性の悪化による熱間圧延後のコイルを巻き戻す際に合金板が破断す
るか、表面疵が発生するかのいずれか一方、または両方が発生した。
【００４９】
　比較例Ｎｏ．９、１０、１３、１４、１５の試料では、ＳｉとＭｎの一方、あるいは両
方の濃度が本発明範囲を超えて高いため、σ相を形成し、熱間圧延後の次工程の通板が不
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本発明の好適な範囲を逸脱し、合金中のＡｌとＣａ濃度も本発明の好適な範囲を逸脱した
。その結果、非金属介在物中のスピネル比率が５０％を超え、３０μｍ以上の介在物個数
比率も２０％を超えた。
【００５０】
　比較例Ｎｏ．１４の試料では、スラグ中のＣａＯ／ＳｉＯ２比、ＭｇＯ濃度が本発明範
囲を逸脱し、合金中のＳｉ濃度とＭｇ濃度も本発明範囲を逸脱した。その結果、非金属介
在物中のスピネル比率が５０％を超えた。
【００５１】
　比較例Ｎｏ．１５の試料では、スラグ中のＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３比が本発明範囲を逸脱し
て高く、合金中のＣａ濃度も本発明範囲を超えて高くなった。その結果、ＣａＯに富む非
金属介在物のうちに大型の介在物が、多数見られた。一方、比較例Ｎｏ．１２の試料では
、スラグ中のＣａＯ／Ａｌ２Ｏ３比が本発明範囲から外れて低く、合金溶湯は十分に脱酸
、脱硫されずにＯ、Ｓ濃度ともに高くなった。その結果、熱間圧延工程で耳割れし、次工
程に進捗することができなかった。また、介在物は本発明で規定される介在物組成にはな
らずに、ＭｎＯ－Ａｌ２Ｏ３系酸化物が生成していた。
【００５２】
　比較例Ｎｏ．１１の試料では、合金中のＡｌ濃度、スラグ中のＣａＯ／ＳｉＯ２比がい
ずれも本発明範囲を逸脱しており、結果として非金属介在物のＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３スピネ
ルの個数比率が５０％を超え、クラスター化した大型非金属介在物が表面疵をもたらした
。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金は、ニッケル製錬プラントや海洋構造物等へ適用可能であ
る。
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