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(57)【要約】
【課題】室温靭性に優れた二相ステンレス鋼を提供する
。
【解決手段】質量％にてＣ：０．００１～０．０３０％
、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｓ：０．００２％以下、
Ｎｉ：６～７．５％、Ｃｒ：２３～２６％、Ｍｏ：２～
４．０％、Ｎ：０．２０～０．４０、Ａｌ：０．００５
～０．０３％、Ｍｎ：０．３～１．０％およびＢ：０．
０００１～０．００５０％、Ｏ：０．００１～０．０１
％を含有し、残部Ｆｅ及び不可避的不純物からなり、１
００≦（１０Ｍｎ－Ｎｉ＋Ｃｒ－５Ｍｏ＋１０Ｎ＋１０
００Ｂ）／１０Ａｌ≦１８６に調整し、圧延方向に垂直
な断面において任意選択した１００μｍ間隔中にフェラ
イト相が２～３０個で構成される組織を有する二相ステ
ンレス鋼。この製造方法は、原料を溶解して二相ステン
レス鋼塊を得、鋼塊を１２００～１２７０℃に加熱して
圧下率８０～９８％で熱間圧延を施し、１０００～１１
５０℃かつ１０～２０分間焼鈍を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下、質量％にて、Ｃ：０．００１～０．０３０％、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｓ：
０．００２％以下、Ｎｉ：６～７．５％、Ｃｒ：２３～２６％、Ｍｏ：２～４．０％、Ｎ
：０．２０～０．４０、Ａｌ：０．００５～０．０３％、Ｍｎ：０．３～１．０％および
Ｂ：０．０００１～０．００５０％、Ｏ：０．００１～０．０１％を満たして含有し、残
部がＦｅおよび不可避的不純物からなり、１００≦（１０Ｍｎ－Ｎｉ＋Ｃｒ－５Ｍｏ＋１
０Ｎ＋１０００Ｂ）／１０Ａｌ≦１８６に調整し、圧延方向に垂直な断面において、任意
に選択した１００μｍの間隔中にフェライト相が２～３０個で構成される組織を有するこ
とを特徴とする二相ステンレス鋼。
【請求項２】
　さらに、Ｗおよび／またはＣｕを合計で１％以下含有することを特徴とする請求項１に
記載の二相ステンレス鋼。
【請求項３】
　ＪＩＳ　Ｚ２２４２に規定されている衝撃値の値が室温において４００Ｊ／ｃｍ２以上
を満たすことを特徴とする請求項１または２に記載の二相ステンレス鋼。
【請求項４】
　８００±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を加えた際のＪＩＳ　Ｚ２２４２に規定されてい
る衝撃値の値７０Ｊ／ｃｍ２以上を満たすことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記
載の二相ステンレス鋼。
【請求項５】
　９５０℃±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を加えた際のＪＩＳ　Ｚ２２４２に規定されて
いる衝撃値の値を１５０Ｊ／ｃｍ２以上を満たすことを特徴とする請求項１～３のいずれ
かに記載の二相ステンレス鋼。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の二相ステンレス鋼の製造方法であって、
　原料を溶解して二相ステンレス鋼塊を得、
　前記二相ステンレス鋼塊を１２００～１２７０℃に加熱した後に圧下率８０～９８％で
熱間圧延を施した後、１０００～１１５０℃かつ１０～２０分間焼鈍を行うことを特徴と
する二相ステンレス鋼の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二相ステンレス鋼に関し、具体的には、室温の靭性に優れる二相ステンレス
鋼に関するものである。なお、本発明における二相ステンレス鋼は、薄鋼鈑に限定される
ものではなく、厚鋼鈑や形鋼、棒鋼、線材、鋼管等のいずれであってもよい。
【背景技術】
【０００２】
　二相ステンレス鋼は、鉄をベースとして、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｎを含有する鋼種である
。本合金の特徴として、重量に対する強度がオーステナイト系ステンレス鋼、フェライト
系ステンレス鋼よりも優れている。このため必要な強度を付与させる場合に薄肉とするこ
とができ、製品の軽量化、小型化が容易に可能となる。また、靭性も高く材料強度が高い
。さらに二相ステンレス鋼のＮｉ含有量は８％以下程度と比較的低濃度なことから、比較
的安価であり経済性に優れる。なおかつ溶接性も良好なため、海水環境、油井関連の構造
物、海水淡水化装置の熱交換器などの、高い耐食性が求められる環境に用いる材料として
広く使用される。
【０００３】
　しかしながら、二相ステンレス鋼は、一般的なオーステナイト系ステンレス鋼に比べて
相安定性に劣ることより、Ｃｒ、Ａｌ、Ｎを主体とする硬く脆い窒化物が析出し易い特徴
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を持つ。これらのＡｌＮ、Ｃｒ２Ｎに代表される窒化物が析出した場合、特に材料の靭性
を低下させ、また窒化物の周囲で耐食性に寄与するＣｒ、Ｍｏ、Ｎが欠乏するため耐食性
を低下させる。この特徴はＡｌ、Ｎの増加とともに耐食性を向上させるために添加する元
素であるＣｒ、Ｍｏなどの含有量が多くなるほど顕著となる。
【０００４】
　これらの窒化物は、二相ステンレス鋼において有害な金属間化合物としてよく知られる
σ相に比べても短時間で析出し、特に肉厚が厚い材料の中心部や水冷が難しい溶接後の組
織においては、水冷に準ずる高い冷却速度でも避けるのが難しい場合があった。
【０００５】
　従って、これまでに様々な合金成分の提案、熱処理条件、冷却条件の変更などを工夫し
、組織制御をすることで、靭性を確保するための提案がなされている。
【０００６】
　特許文献１では、Ｃｒの含有量を２０～２５％にとどめ、かつ０．５～２．０％のＭｎ
を含有させ、Ｎの溶解度を高めることによって低温靭性に優れる二相ステンレス鋼管を提
供することが提案されている。しかしながら、Ｍｎは硬くて脆い有害な金属間化合物であ
るσ相の析出を促進させる元素であるため、実用の製造工程あるいは加工、使用時におい
てはσ相の析出を完全に避けることが難しく、靭性を損なう、あるいは所定の耐食性を得
られないリスクを有する問題がある。
【０００７】
　特許文献２では、Ｍｎの含有量を０．０５～０．３％にとどめて低温靭性に優れた二相
ステンレス鋼が提案されている。しかしながら、特許文献２では室温の靭性に関してなん
ら記述がされておらず、室温の靭性に考慮した鋼ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１６－３３７７号公報
【特許文献２】特許第６５１０７１４号公報
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例における金属組織写真図である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、従来技術による上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は室温で
の靭性に優れた二相ステンレス鋼を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　ＣｒおよびＭｏは［Ｃｒ、Ｍｏ］２Ｎの構成元素であるため、これらの過度な添加はＣ
ｒ窒化物の析出を促進し、靭性を低下させる。またフェライト相あるいはオーステナイト
相中に固溶するＮｉ量を増加させると、靭性を向上させることができるが、過度なＮｉの
添加は、鋼中のフェライト相率を減少させる。フェライト相中のＮの固溶限は小さいため
、フェライト相中に過飽和となるＣｒと結びつきＣｒ窒化物を析出させ、靭性を低下させ
る。ＭｎはＮの溶解度を高めるため、Ｃｒ窒化物の析出を抑制するが、σ相の析出を促進
するため、これによる靭性低下のリスクを高める。また、Ｍｏ、Ｃｒ、ＮｉはＡｌ窒化物
の析出を促進し、これも低温靭性を低下させる。しかしながら、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｎの
元素は耐食性を高める基本的な元素であるため、極力これらを高濃度で含有しつつ、Ｃｒ
窒化物、Ａｌ窒化物を抑制するように化学組成の調和を取ることが望ましい。
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明者らは鋭意研究を重ねた。まず、電解鉄、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｎｉなどの原料を秤量して、高周波誘導炉で溶解した。坩堝はマグネシアであり、溶
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解量は２０ｋｇである。この際、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｎ、Ａｌ、Ｍｎの濃度を種々変化さ
せて、測定に供することを目的とした。溶解後、鋳型に鋳込み、その後鍛造して１５ｍｍ
の板厚に仕上げた。この鍛造板から鍛造方向に平行な断面が評価面となるように切り出し
た。サイズは１０×１０×２４０ｍｍである。この試験片にＪＩＳ　Ｚ２２４２に従って
シャルピー衝撃試験を実施した。
【００１３】
　その結果、質量％でＮｉ：６～７．５％ 、Ｃｒ：２３～２６％、Ｍｏ：２～４ .０％
、Ｍｎ：０．３～１．０％の化学成分を基本とした。さらに、発明者らは研究を重ね、Ａ
ｌ窒化物、Ｃｒ窒化物の析出抑制においてＡｌ、Ｎ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｍｎの関係が適切とな
る範囲およびこれらの元素の関係性を見出した。さらに微量添加されるその他の元素の含
有量についてもその範囲を特定した。
【００１４】
　本発明の高耐食二相ステンレス鋼は、上記の知見に基づいてなされたもので、以下質量
％にて、Ｃ：０．００１～０．０３０％、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｓ：０．００２％
以下、Ｎｉ：６～７．５％、Ｃｒ：２３～２６％、Ｍｏ：２～４．０％、Ｎ:０．２０～
０．４０％、Ａｌ：０．００５～０．０３％、Ｍｎ：０．３～１．０％およびＢ：０．０
００１～０．００５０％、Ｏ：０．００１～０．０１％を満たして含有し、残部がＦｅお
よび不可避的不純物からなり、１００≦（１０Ｍｎ－Ｎｉ＋Ｃｒ－５Ｍｏ＋１０Ｎ＋１０
００Ｂ）／１０Ａｌ≦１８６に調整し、圧延方向に垂直な断面において、任意に選択した
１００μｍの間隔中にフェライト相が２～３０個で構成される組織を有することを特徴と
する二相ステンレス鋼であることを特徴とする。
【００１５】
　本発明においては、さらに、Ｗおよび／またはＣｕを合計で１％以下含有することを特
徴とする。
【００１６】
　本発明においては、ＪＩＳ　Ｚ２２４２に規定されている衝撃値の値が室温において４
００Ｊ／ｃｍ２以上を満たすことを特徴とする。
【００１７】
　本発明においては、８００±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を加えた際のＪＩＳ　Ｚ２２
４２に規定されている衝撃値の値を７０Ｊ／ｃｍ２以上を満たすことを特徴とする。
【００１８】
　本発明においては、９５０℃±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を加えた際のＪＩＳ　Ｚ２
２４２に規定されている衝撃値の値を１５０Ｊ／ｃｍ２以上を満たすことを特徴とする。
【００１９】
　さらに、製造方法も提供する。つまり、原料を溶解して二相ステンレス鋼塊を得、二相
ステンレス鋼塊を１２００～１２７０℃に加熱した後に圧下率８０～９８％で熱間圧延を
施した後、１０００～１１５０℃かつ１０～２０分間焼鈍を行うことが必要である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明における各元素の成分組成と、Ａｌ窒化物、Ｃｒ窒化物の析出を抑制する
ためのＭｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｎ、Ｂ、Ａｌの関係式を説明する。
【００２１】
　本発明の二相ステンレス鋼は、以下に記載する各元素を各々記載した範囲で含有し、残
部がＦｅおよび不可避的不純物からなるものである。不可避的不純物とは、二相ステンレ
ス鋼を工業的に製造する際において、種々の要因により混入するもので、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。なお本発明において、特に断りのない限り
「％」は「質量％」を表す。
【００２２】
Ｃ：０．００１～０．０３０％
　Ｃはオーステナイト相を安定化させるために有効な元素であるが、炭化物を析出させ、
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耐孔食性を低下させる元素であるので、含有量の上限値は０．０３０％が好ましく、０．
０２５％以下が特に好ましい。一方で、下限値は強度の低下を防止する点で０．００１％
以上が好ましい。
【００２３】
Ｓｉ：０．０５～０．５％
　Ｓｉは、脱酸剤、脱硫材として添加される元素である。またＳｉは湯の流動性を高める
ため、溶接性を良好にする元素である。しかしＳｉを過剰に含有する場合σ相の析出を促
進させる。従ってＳｉの含有量の上限値は、σ相などの金属間化合物の析出を抑える点か
ら０．５％以下が好ましく、０．３５％以下が特に好ましい。下限値は、脱酸剤としての
効果を発揮する点で０．０５％以上が好ましい。Ｓｉによる脱酸の効果を確実にし、また
溶接時の湯の流動性を良好に保つため、より好ましい下限値は０．１５％以上である。
【００２４】
Ｓ：０．００２％以下
　Ｓは、鋼中に不可避的に混入する不純物元素であり、鋼の熱間加工性を劣化させ、靭性
を低下させる作用を有する。また硫化物を形成し、靭性の低下や孔食の起点となるため耐
食性に有害に作用する。そのためＳ含有量は極力少ない方が良く、上限値は０．００２％
が望ましい。より好ましくは０．００１５％以下である。但しＳは僅かの含有でも溶融時
の湯の流動性を大きく高めることから溶接性を良好にする元素でもある。これよりＳは特
に限定しないが、良好な溶接性を得る点から０．０００１％以上含有することが好ましい
。なおＳはＡｌ、Ｓｉの添加により脱硫を行うことで、本発明の範囲に調整する。
【００２５】
Ｎｉ:６～７．５％
　Ｎｉは、オーステナイト生成元素であり、二相ステンレス鋼のフェライト相とオーステ
ナイト相の相比を良好に保つ為に不可欠である。またＮｉは活性態域の溶解を抑制し、さ
らに窒素の溶解度を高めるため、耐食性に有効な元素である。そのため下限値はオーステ
ナイト相、フェライト相のバランスを保ち、所定の耐食性を得るため６％以上が好ましい
。但しＮｉを過度に含有する場合、σ相の析出を促進させ、靭性を劣化させると共に、オ
ーステナイト相の比率が７０％を超えて、二相ステンレス鋼として良好な相のバランスを
保てなくなり、耐食性を劣化させる。また、フェライト相中のＮの固溶限は小さいため、
フェライト相中に過飽和となるＣｒと結びつきＣｒ窒化物を析出させ、靭性を低下させる
。したがってＮｉの含有量の上限値は７．５％が好ましい。より好ましい上限は７％以下
である。
【００２６】
Ｃｒ:２３～２６％
　Ｃｒはフェライト生成元素であり、また耐孔食性を向上させるために必須な元素である
。しかし過度なＣｒの含有はＣｒ窒化物の析出を促進し、靭性を低下させる。さらにＣｒ
はσ相の析出を促進し、これも靭性を大きく劣化させる。このためＣｒの含有量の上限値
は２６％が好ましく、フェライト相の過度の増加を防止して二相組織を維持する点から２
５．８％以下が特に好ましい。一方、Ｃｒの含有量の下限値は、所定の耐孔食性を得る点
から２３％以上が好ましい。より好ましいＣｒ含有量の範囲は、Ｃｒの含有による耐食性
を維持し、かつフェライト相、オーステナイト相のバランスを良好に保つ点で２４～２５
．８％ であり、２５．０～２５．８％の範囲が特に好ましい。
【００２７】
Ｍｏ：２～４．０％
　Ｍｏは、Ｃｒ、Ｎ等と同様に耐孔食性を向上させる元素である。但しＭｏを過度に含有
する場合、[Ｃｒ、Ｍｏ]２Ｎとして、窒化物の析出を促進させる。さらにσ 相の析出も
促進し靭性を劣化させる。このためＭｏの含有量の上限値は４．０％が好ましく、下限値
は必要な耐食性を得る点から２％以上が好ましい。さらに好ましいＭｏの範囲は２．２～
３．８％である。
【００２８】
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Ｎ：０．２０～０．４０％
　Ｎは、強力なオーステナイト生成元素であり、フェライト相とオーステナイト相とのバ
ランスを適正にするために必要な元素である。また耐孔食性を大きく向上させる効果を有
する。一方で、Ｎの含有量が過剰になると、Ａｌ窒化物、Ｃｒ窒化物を生成させることに
より靭性の低下、耐食性の劣化などを生じさせる。また溶接時にブローホールを生じさせ
易くするなど溶接性を劣化させる。従ってＮの下限値は０．２０％以上が好ましく、所定
の耐食性を得る点から０．２２％以上がより好ましい。また上限値は窒化物の生成を抑制
する点から０．４０％以下が好ましい。
【００２９】
Ａｌ：０．００５～０．０３％
　ＡｌはＳｉと同様に脱酸剤、脱硫材として添加される成分であり、Ｂの歩留を安定化さ
せるために重要な元素である。しかしＡｌを過剰に含有する場合Ａｌ窒化物等を析出させ
、低温靭性の劣化を引き起こす。また窒化物周囲のフェライト相、オーステナイト相のＮ
含有量を欠乏させることで耐食性の低下を生じる。従ってＡｌの含有量の上限値は、Ａｌ
窒化物の析出を抑え、靭性の低下を防止する点から０．０３％以下が好ましく、下限値は
、脱酸剤としての効果を発揮する点で０．００５％以上が好ましい。
【００３０】
Ｍｎ：０．３～１．０％
　Ｍｎはオーステナイト生成元素であるため、オーステナイト相とフェライト相の比率の
調整に有効である。またＭｎはＭｎＳの形成によりＳを固着することで熱間加工性の向上
に有効な元素である。さらにＭｎはＮの溶解度を高める作用があるため、Ｃｒ２Ｎの析出
抑制に有効である。このためＭｎは０．３％以上含有させる。これらの効果を確実に得る
ためには０．５％以上含有させることがより好ましい。しかし前述のとおり過度なＭｎの
固溶はσ相の析出を促進し、これによる靭性および耐食性を低下させる。さらにＭｎを過
度に含有する場合、ごく微量のＳであってもＭｎＳを形成し、孔食の起点となることで耐
食性を劣化させる。従ってＭｎの含有量の上限値は、σ相の析出を抑えて靭性の低下を抑
制し、また耐孔食性の低下を防止する点から１．０％以下である必要がある。好ましくは
０．９％以下であり、０．８％以下が特に好ましい。
【００３１】
Ｂ：０．０００１～０．００５％
　Ｂはσ相の析出を強力に抑制し、耐脆化性に対して有効に作用する。またＢはＳに先駆
けて粒界に偏析し、Ｓの偏析による粒界強度の低下を抑制することで、熱間加工性を向上
させる効果がある。このためＢを０．０００１％以上含有させることが好ましい。一方で
過度なＢの含有は硼化物を析出させ、靭性を低下させる。またＢは溶接時において高温割
れ感受性を高めるため、Ｂの上限値は０．００５％が好ましい。
【００３２】
Ｏ：０．００１～０．０１％
　ＯはＡｌ、Ｍｎ、Ｃａ、Ｍｇなどと反応して酸化物系介在物を生成する。この介在物が
増加すると靭性の低下や熱間加工性が低下、また孔食の起点となり耐孔食性も劣化させる
。従って、上限は０．０１％が好ましい。一方、脱酸による極端なＯ濃度の低減は、Ｓの
極端な低減を招き、Ｎ量の制御が困難となり、多量のＮ添加による窒化物生成などで、耐
粒界腐食性低下を招く。従って下限は０．００１％が好ましい。好ましくは０．００２～
０．００８％である。
【００３３】
Ｗおよび／またはＣｕ：合計で１％以下
　本願発明ではＷおよび／またはＣｕを合計で１％以下の範囲で含有しても構わない。Ｗ
は耐孔食性を向上する元素であり、Ｃｕは耐酸性を向上する元素である。そのため、１％
以下の範囲で含有してもよい。
【００３４】
１００≦（１０Ｍｎ－Ｎｉ+Ｃｒ－５Ｍｏ＋１０Ｎ＋１０００Ｂ）／１０Ａｌ≦１８６
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　上記に構成される各元素を所定の範囲で含有し、上記に示される関係を満たすことで後
述する常温における衝撃値の値を満足する。好ましくは１１０～１８０である。
【００３５】
任意の１００μｍ間隔にフェライト相が２～３０個
　本願発明の二相ステンレス鋼は圧延方向に垂直な断面において、任意に選択した１００
μｍの間隔中にフェライト相が２～３０個で構成される組織を有することが必要である。
その理由は２個未満だと本願発明の靭性値を満たすことができない。３０個超だと硬すぎ
て機械加工ができなくなる。そのため、このように規定した。
【００３６】
　上記の関係式を満たすことによってσ相やＡｌ窒化物を制御できる。すなわち１００未
満ではＡｌ窒化物が析出し、１８６超ではσ相が析出する。よって、上記の関係式を満た
すことでＪＩＳ　Ｚ２２４２に規定されている衝撃値の値が室温において４００Ｊ／ｃｍ
２以上を示すようになる。
【００３７】
　上記の関係式を満たすことによってσ相やＡｌ窒化物を制御できる。すなわち１００未
満ではＡｌ窒化物が析出し、１８６超ではσ相が析出する。また、上記の関係式を満たす
ことによってσ相の析出を制御し、８００±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を加えた際のＪ
ＩＳ　Ｚ２２４２に規定されている衝撃値の値を７０Ｊ／ｃｍ２以上を示すようになる。
【００３８】
　そして、上記の関係式を満たすことによってσ相やＡｌ窒化物を制御できる。すなわち
１００未満ではＡｌ窒化物が析出し、１８６超ではσ相が析出する。上記の関係式を満た
すことによってσ相の析出を制御し、９５０℃±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を加えた際
のＪＩＳ　Ｚ２２４２に規定されている衝撃値の値を１５０Ｊ／ｃｍ２以上を示すように
なる。
【００３９】
　なお、本発明の二相ステンレス鋼が出荷先において、曲げ加工あるいは溶接などの処理
がなされる場合がある。その場合、このような加工後に上記の歪取焼鈍を施すのが一般的
である。つまり、二相ステンレス鋼の加工硬化やσ相の析出による硬化を元々の特性に回
復するものである。本発明の二相ステンレス鋼は、そのような熱処理を施されてもなお、
所定の靭性値を維持することができることを示す。
【００４０】
　さらに、本願発明の二相ステンレス鋼は下記の通り、製造することで上記の組織を満足
するとともに、上記靭性値を満足する。すなわち、常法に従い、本願発明の成分範囲をも
つ二相ステンレス鋼塊を作製し、１２００～１２７０℃に加熱した後に圧下率８０～９８
％にて熱間圧延を施す。その後、１０００～１１５０℃かつ１０～２０分間焼鈍を行う。
【００４１】
　このように温度を設定した理由を説明する。熱間圧延温度が１２００℃未満と低いと、
σ相が析出し、圧延で割れてしまう。１２７０℃超だと熱間圧延前にスラブが変形してし
まい圧延ができなる。そのため、熱間圧延は１２００～１２７０℃で行わなければならな
い。焼鈍温度が１０００℃未満だとσ相が析出し、上記靭性値を満足できない。１１５０
℃超だとフェライト相が肥大化してしまい、上記靭性を満たさない。焼鈍時間を１０分未
満だと再結晶が進まず、上記靭性値を満たさない。２０分超だとフェライト相が肥大化し
、上記靭性を満たさない。
【実施例】
【００４２】
　以下、実施例によって本発明をさらに具体的に説明する。
　鉄屑、フェロクロム、フェロニッケル、ステンレス屑などを所定の比率に調整した原料
を電気炉にて溶解し、ＡＯＤ（Ａｒｇｏｎ　Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｃａｒｂｕｒｉｚａｔｉ
ｏｎ）炉または、ＶＯＤ（Ｖａｃｕｕｍ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｃａｒｂｕｒｉｚａｔｉｏｎ
）炉で二次精錬して表１に示した種々の成分組成に調整した後、連続鋳造して２００ｍｍ
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厚の鋼片（スラブ）とした。
【００４３】
　なお表中に示したＣ、Ｓの組成は炭素・硫黄同時分析装置（酸素気流中燃焼－赤外線吸
収法）を用いて、Ｎの組成は、酸素・窒素同時分析装置（不活性ガス－インパルス加熱溶
融法）を用いて、また、上記以外の組成は蛍光Ｘ線分析を用いて分析した値である。
【００４４】
　次いで、上記スラブに熱間圧延を施して板厚を５～４０ｍｍとし、続いて焼鈍を施し、
発明例および比較例の熱延焼鈍鋼板を得た。
【００４５】
【表１】

 
【００４６】
（フェライト相個数）
　各発明例および比較例について、まず、二相ステンレス鋼板の圧延方向に垂直な断面を
切り出し、鏡面研磨した後、１０％蓚酸電解エッチングにおいて組織を検出した。光学顕
微鏡を用いて５００倍の倍率で組織写真を撮影し、厚み方向で１００μｍの間隔に存在す
るフェライト相の個数をカウントした。なお、写真は１０枚撮影し、各写真でカウントを
行い、その平均値を代表値とした。図１に、その一例である板厚２２ｍｍの発明例６の組
織写真を示す。図の縦線が１００μｍの線であり、この線上に存在するフェライト相を数
えている。
【００４７】
（靭性値の測定）
　靭性の評価は板厚５～４０ｍｍの鋼鈑より採取し、試験片の長さが鋼鈑の圧延方向に対
して平行になるよう、２ｍｍＶノッチを有した試験片を作製した。これをＪＩＳ　Ｚ２２
４２に従って常温における衝撃値を評価した。このとき衝撃値が４００Ｊ／ｃｍ２以上を
満たすものを○、４００Ｊ／ｃｍ２を下回るものを×として評価し、表２に示した。
【００４８】
　次いで上記板厚５～４０ｍｍの熱延鋼板を採取して、８００℃±５℃×８～１２分また
は９５０℃±５℃×８～１２分のいずれかの歪取焼鈍を行い、水冷を行った。その後、試
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験片の長さが圧延方向に対して平行になるよう、２ｍｍＶノッチを有した試験片を作製し
た。これをＪＩＳ　Ｚ ２２４２に従って常温における衝撃値を評価した。このとき、８
００℃±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を行った試験片の衝撃値が７０Ｊ／ｃｍ２以上を満
たすものを○、７０Ｊ／ｃｍ２を下回るものを×として、９５０℃±５℃×８～１２分の
歪取焼鈍を行った試験片の衝撃値が１５０Ｊ／ｃｍ２以上を満たすものを○、１５０Ｊ／
ｃｍ２を下回るものを×として評価し、表２に示した。
【００４９】
（評価）
　総合的な評価として常温の靭性が○かつ８００℃±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を行っ
た試験片の靭性が○かつ９５０℃±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を行った試験片の靭性が
○のものを「◎」、どれか１～２つ×があるものを「○」、全て×のものを「×」として
表に示した。また、製造できなかったものと耳割れが発生したものも総合評価として「×
」として示した。
【００５０】
　発明例１～１０は、いずれも化学成分および条件式１が本発明の範囲内であることから
、任意の１００μｍ間隔のフェライト相が２～３０個を満たした。その結果、室温での靭
性および８００℃や９００℃での歪取焼鈍後の靭性のいずれかが良好であり、好ましい例
においてはすべての靭性が良好であった。
【００５１】
　試料番号１１はＭｏ含有量が下限を下回り、それ以上にＭｎ含有量が上限を超えたため
、σ相の析出を促進し、さらに、焼鈍温度が低くフェライト相の個数が多かった。これに
より靭性を悪化させた。さらに機械加工もできなかった。
【００５２】
　試料番号１２はＣｒ含有量が下限を下回り、それ以上にＮ含有量が下限を下回ったのと
同時に焼鈍温度が高かったため、フェライト個数が少なくなり靭性を悪化させた。
【００５３】
　試料番号１３はＣｒ含有量が上限を超え、Ｍｏ含有量が上限を超えたため、σ相および
Ｃｒ窒化物の析出を促進した。さらに、焼鈍時間が長かったためフェライト個数が少なく
なり靭性を悪化させた。
【００５４】
　試料番号１４はＭｎ含有量が下限を下回り、それ以上にＮｉ含有量が上限を超えたため
、σ相の析出を促進した。さらに焼鈍温度が低く、焼鈍時間が短かったためフェライト個
数が多くなり靭性を悪化させた。さらに機械加工もできなかった。
【００５５】
　試料番号１５はＮ含有量が上限を超え、Ａｌ含有量が上限を超えたため、Ａｌ窒化物が
多く析出した。さらに、焼鈍温度が高く、焼鈍時間が高かったためフェライト個数が少な
くなり靭性を悪化させた。
【００５６】
　試料番号１６はＡｌ含有量が下限を下回り、それ以上にＳ含有量が上限を超えたと同時
に熱間圧延温度が高くなった。そのため熱間圧延前の加熱時にスラブが変形してしまい、
圧延することができなかった。そのため、靭性値の評価が不可能であった。
【００５７】
　試料番号１７はＡｌ含有量が下限を下回り、Ｏ含有量が上限を超えたため、介在物が増
加するとともに熱間圧延温度も低く、耳割れが発生した。さらに、焼鈍温度が高く、焼鈍
時間も長かったのでフェライト相個数が少なく、靭性値を悪化させた。
【００５８】
　試料番号１８はＢ含有量が下限を下回ったとともに熱間圧延温度が低かったため熱間圧
延工程で耳割れが発生した。さらに、Ａｌ含有量が上限を超えたためＡｌ窒化物が生成し
た。また、焼鈍温度が低く、焼鈍時間が短かったためフェライト相個数が多くて靭性を悪
化させた。さらに機械加工もできなかった。
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【表２】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年9月4日(2020.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下、質量％にて、Ｃ：０．００１～０．０３０％、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｓ：
０．００２％以下、Ｎｉ：６～７．５％、Ｃｒ：２３～２６％、Ｍｏ：２～３．３２％、
Ｎ：０．２０～０．４０、Ａｌ：０．００５～０．０３％、Ｍｎ：０．３～１．０％およ
びＢ：０．０００１～０．００５０％、Ｏ：０．００１～０．０１％を満たして含有し、
残部がＦｅおよび不可避的不純物からなり、１００≦（１０［％Ｍｎ］－［％Ｎｉ］＋［
％Ｃｒ］－５［％Ｍｏ］＋１０［％Ｎ］＋１０００［％Ｂ］）／１０［％Ａｌ］≦１８６
に調整し、圧延方向に垂直な断面において、任意に選択した１００μｍの間隔中に、５０
０倍に拡大した場合において目視できるフェライト相が２～３０個で構成される組織を有
することを特徴とする二相ステンレス鋼。
【請求項２】
　さらに、Ｗおよび／またはＣｕを合計で１％以下含有することを特徴とする請求項１に
記載の二相ステンレス鋼。
【請求項３】
　ＪＩＳ　Ｚ２２４２に規定されている衝撃値の値が室温において４００Ｊ／ｃｍ２以上
を満たすことを特徴とする請求項１または２に記載の二相ステンレス鋼。
【請求項４】
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　８００℃±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を加えた際のＪＩＳ　Ｚ２２４２に規定されて
いる衝撃値の値７０Ｊ／ｃｍ２以上を満たすことを特徴とする請求項１～３のいずれかに
記載の二相ステンレス鋼。
【請求項５】
　９５０℃±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を加えた際のＪＩＳ　Ｚ２２４２に規定されて
いる衝撃値の値を１５０Ｊ／ｃｍ２以上を満たすことを特徴とする請求項１～３のいずれ
かに記載の二相ステンレス鋼。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の二相ステンレス鋼の製造方法であって、
　原料を溶解して二相ステンレス鋼塊を得、
　前記二相ステンレス鋼塊を１２００～１２７０℃に加熱した後に圧下率８０～９８％で
熱間圧延を施した後、１０００～１１５０℃かつ１０～２０分間焼鈍を行うことを特徴と
する二相ステンレス鋼の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の高耐食二相ステンレス鋼は、上記の知見に基づいてなされたもので、以下質量
％にて、Ｃ：０．００１～０．０３０％、Ｓｉ：０．０５～０．５％、Ｓ：０．００２％
以下、Ｎｉ：６～７．５％、Ｃｒ：２３～２６％、Ｍｏ：２～３．３２％、Ｎ:０．２０
～０．４０％、Ａｌ：０．００５～０．０３％、Ｍｎ：０．３～１．０％およびＢ：０．
０００１～０．００５０％、Ｏ：０．００１～０．０１％を満たして含有し、残部がＦｅ
および不可避的不純物からなり、１００≦（１０［％Ｍｎ］－［％Ｎｉ］＋［％Ｃｒ］－
５［％Ｍｏ］＋１０［％Ｎ］＋１０００［％Ｂ］）／１０［％Ａｌ］≦１８６に調整し、
圧延方向に垂直な断面において、任意に選択した１００μｍの間隔中に、５００倍に拡大
した場合において目視できるフェライト相が２～３０個で構成される組織を有することを
特徴とする二相ステンレス鋼であることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明においては、８００℃±５℃×８～１２分の歪取焼鈍を加えた際のＪＩＳ　Ｚ２
２４２に規定されている衝撃値の値を７０Ｊ／ｃｍ２以上を満たすことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
１００≦（１０［％Ｍｎ］－［％Ｎｉ］＋［％Ｃｒ］－５［％Ｍｏ］＋１０［％Ｎ］＋１
０００［％Ｂ］）／１０［％Ａｌ］≦１８６
　上記に構成される各元素を所定の範囲で含有し、上記に示される関係を満たすことで後
述する常温における衝撃値の値を満足する。好ましくは１１０～１８０である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
【表１】

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　発明例１～１０（但し※３、６、９は参考例）は、いずれも化学成分および条件式１が
本発明の範囲内であることから、任意の１００μｍ間隔のフェライト相が２～３０個を満
たした。その結果、室温での靭性および８００℃や９００℃での歪取焼鈍後の靭性のいず
れかが良好であり、好ましい例においてはすべての靭性が良好であった。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
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【表２】
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