
まえがき＝低合金耐熱鋼は，高温環境における機械的性
質や耐食性，耐酸化性が優れていることから，石油精製
リアクタや火力発電ボイラ分野で使用されている。近
年，これらの分野では，使用条件の高温・高圧化の動き
があり，ニーズに応える鋼材の開発と実用化が進められ
てきた。鋼材に要求される材料特性は，両分野とも高強
度化，特にクリープ破断強度の向上である。一方，高強
度化は溶接材料にも求められており，当社は，各種高強
度低合金耐熱鋼用の溶接材料の開発と実用化を進めてき
た。その代表的なものが，リアクタ分野における 2.25％
Cr-1％Mo-V鋼用溶接材料，ボイラ分野における9～12％
Crフェライト系耐熱鋼用溶接材料である。本稿では，リ
アクタとボイラ両分野における高強度低合金耐熱鋼と，
その溶接材料について紹介する。

1．石油精製リアクタにおける高強度低合金耐熱
鋼と溶接材料

1．1　2.25％Cr-1％Mo-V 鋼

　石油精製リアクタは高温・高圧水素環境下で使用され
ることから，鋼材には，耐水素浸食性とクリープ破断強
度が要求される。水素侵食とは，高温・高圧水素環境で
鋼中に侵入した水素が，鋼中の炭化物と反応して脱炭と

結晶粒界割れを生じる現象である。水素侵食が生じると
機械的性質が著しく劣化する。このため，適用する鋼材
は使用条件に応じてその耐水素侵食性が考慮され，
0.5％Mo鋼，1.25％Cr-0.5％Mo鋼，2.25％Cr-1％Mo鋼，
3％Cr-1％Mo鋼などが適宜選択されてきた。
　しかし，使用条件の高温・高圧化に対応するには，こ
れらの従来鋼には大きな課題があった。それは，必要と
される耐水素侵食性を考慮すれば，3～ 5％強のCrを含
有する鋼材を選択すればいいが1），これら鋼材のクリー
プ破断強度は，従来鋼，例えば 2.25％ Cr-1％Mo鋼より
低く，容器の耐圧性を確保するために板厚を極厚化せざ
るを得ないという点であった。すなわち，使用条件の高
温・高圧化に対応するには，材料コストあるいは製造コ
ストが大幅に増加するため，実用化の阻害要因になって
いた。このような課題を解決するために開発された鋼材
が，2.25％Cr-1％Mo-V 鋼である2）。
　2.25％Cr-1％Mo-V 鋼は，従来の 2.25％Cr-1％Mo鋼に
Vを主体とした微量元素を添加して，高温強度や耐水素
侵食性を改善した鋼材である。この鋼材は，現在 ASTM 
A832 Gr.22V などに規定されており，既にいくつかの高
性能リアクタで実用化されている。表 1に，ASTM A832 
Gr.22V 鋼材規格を示す。
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High-strength low-alloy (HSLA) heat-resistant steels have been developed and practically utilized to meet the 
strong demand for high temperature or pressure operation in oil refinery reactors and fossil fuel boilers. 
New welding consumables, with the equivalent properties of the HSLA steel parts to be welded together, are 
absolutely necessary. Kobe Steel has developed welding consumables that match the properties of HSLA 
steels. These new welding consumables and related trends are described in this paper.
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Mechanical properties ※1Chemical compositions 【heat analysis value】
（mass％）

vE －18℃
(J）

RA
(％）

El. ※2

(％）
TS
(MPa）

YS
(MPa）CaNiCuBTiCb(Nb)VMoCrSPMnSiC

Avg.≧55≧ 45≧ 18585≧≦≦≦≦≦≦0.250.902.00≦≦0.30≦0.11
Each≧48－7604150.0150.250.200.00200.0300.07－0.35－1.10－2.500.0100.015－0.600.10－0.15

※1 Heat treatment condition：Normalizing temp. ≧ 900℃，Tempering temp. ≧ 675℃　※2 GL ＝ 50mm
【Additional supplementary requirements】
J-Factor＝（Si＋Mn）×（P＋Sn）×104≦150　　（Si, Mn, P, Sn in mass％）
X bar＝（10P＋5Sb＋4Sn＋As）／100≦15       （P, Sb, Sn, As in ppm）
vTr55＋2.5ΔvTr55≦10℃

表 1  ASTM A832 Gr.22V 鋼材規格
Table 1  ASTM A832 Gr.22V: Standard specification for pressure vessel plate, alloy steel, Cr-Mo-V



1．2　2.25％Cr-1％Mo-V 鋼用溶接材料

　2.25％Cr-1％Mo-V 鋼用溶接材料3）にも，鋼材同様に高
温・高圧水素環境下での耐水素侵食性が要求される。し
たがって，溶接材料も鋼材の知見を応用して Vを添加し
ている。図1に，3％Cr-1％Moおよび2.25％Cr-1％Mo-V
鋼溶着金属の，V量と水素侵食による衝撃特性変化の関
係を示す。2.25％Cr-1％Mo-V 鋼溶着金属の水素侵食に
よる衝撃特性の低下は，V量を0.25％以上とすることで，
3％Cr-1％Mo鋼溶着金属と同等レベルまで改善する。
　一方，クリープ破断強度，衝撃特性，耐遅れ割れ性を
両立するため，溶接材料の成分設計では，鋼材とは異な
る点がある。それはC，Mn，Nb量である。溶接材料の
C量は，鋼材と比較して若干低めに設計している。これ
は硬さが過度となることを防ぎ，耐遅れ割れ性を確保す
ることが狙いである。溶接材料のNb量も鋼材と比較し
て低めとしている。これは，硬さを抑えて耐遅れ割れ性
を確保するためと，衝撃特性の向上が狙いである。なお
Nbはクリープ破断強度を確保する上で必要な成分でも
ある。このためNbの添加量は，クリープ破断強度を確
保するうえでの最低限の添加に留めている。
　一方，Mn量は，衝撃特性を向上させる目的から鋼材
よりも高めの設計としている。また溶接材料は，良好な
焼戻し脆化特性を確保するため，P，Sn，As，Sb などの
不純物元素も極めて低く抑制している。表 2，表 3，図
2，図3に溶接材料の化学成分，機械的性質，焼戻し脆化
特性を示す。
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図 1  V 量と水素侵食による衝撃特性の変化
Fig. 1 Relationship between V content and hydrogen attack 

damage in absorbed energy【PWHT：690℃ for 24hrs】

Hydrogen atmosphere conditions 
    Test temperature：550℃ 
    Hydrogen pressure：29.4MPa 
    Exposure time：500hrs

：2.25％Cr-1％Mo-V-0.08％C 
：3％Cr-1％Mo-0.08％C
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Chemical compositions of weld metal　(mass％)
Welding 
consumables

Welding 
process J-Factor***X bar**

(ppm)AsSbSnNbVMoCrSPMnSiC

＜89＜6＜0.002＜0.002＜0.0020.0180.281.022.410.0010.0041.160.320.08CMA-106H
SMAW

＜96＜7＜0.002＜0.002＜0.0020.0120.271.052.480.0020.0051.120.240.08CMA-106HD*
＜45＜8＜0.002＜0.002＜0.0020.0250.251.062.380.0070.0060.420.140.11TGS-2CMHGTAW
＜74＜6＜0.002＜0.002＜0.0020.0140.331.032.500.0040.0041.090.140.08PF-500/US-521H

SAW
＜112＜9＜0.002＜0.002＜0.0020.0110.341.032.440.0010.0061.230.160.07PF-500D/US-521HD*

**X bar＝(10P＋5Sb＋4Sn＋As)/100　***J-Factor ＝(Si＋Mn)(P＋Sn)×104*For DC use

表 2  2.25％Cr-1％Mo-V 鋼用溶接材料の溶着金属の化学成分
Table 2  Typical chemical compositions of welding consumables for 2.25％Cr-1％Mo-V steels

図 2  CMA-106H（φ4.0mm）溶着金属の焼戻し脆化特性
Fig. 2 Typical temper embrittlement of CMA-106H (φ4.0mm) weld 

metal in flat position welding【PWHT：715℃ for 7hrs】
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●：As PWHT＋Step cooling 
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図 3  PF-500/US-521H（φ4.0mm）溶着金属の焼戻し脆化特性
Fig. 3 Typical temper embrittlement of PF-500/US-521H (φ4.0mm) 

weld metal【PWHT：705℃ for 7hrs】

○：As PWHT 
●：As PWHT＋Step cooling 
vTr55＝－34℃ 
vTr’55＝－30℃ 
ΔvTr55＝4℃ 
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表 3  2.25％Cr-1％Mo-V 鋼用溶接材料の溶着金属の機械的性質
Table 3 Mechanical properties of welding consumables for 2.25％

Cr-1％Mo-V steels

Mechanical properties of weld metals ※1
Welding 
consumables

Welding 
process CRT ※3 

(h)
VE－18℃※2
(Avg.J)

RA
(％)

El.
(％)

TS
(MPa)

0.2％YS 
(MPa)

1 4031477324634517CMA-106H
SMAW

1 6501407224636520CMA-106HD
1 2293006925677568TGS-2CMHGTAW
1 4931427126639533PF-500/US-521H

SAW
2 1111307227634518PF-500D/US-521HD

※1 PWHT：705℃ for 26hrs
※2 PWHT：705℃ for 7hrs
※3 Creep rupture time (Test condition: 538℃ for 207MPa)



　これらの溶接材料は，2.25％ Cr-1％ Mo-V 鋼を用いた高
性能リアクタの溶接に適用されている。ちなみに，2.25％
Cr-1％Mo-V 鋼用溶接材料の規格は，ASME Sec. Ⅷ Div.2 
Appendix26 に規定されている。

2．火力発電ボイラにおける高強度低合金耐熱鋼
と溶接材料

2．1　9～ 12％Cr フェライト系耐熱鋼

　火力発電ボイラ分野における高強度化ニーズの背景に
は，2つの目的がある。第 1の目的は，発電効率の向上
によるCO2排出量の削減である。発電効率の向上には蒸
気条件の高温・高圧化が必要であり，具体的には 600℃
× 315 気圧の蒸気条件（現状最高水準）を 650℃× 350
気圧にすることが検討されている4）。このような高温高
圧環境で操業するボイラ用鋼材には，より高い高温強
度，特にクリープ破断（高温環境下で長時間かけて変形
破断する現象）強度が要求される。
　第 2の目的は，配管類のコンパクト化である5）。例え
ば蒸気温度が同じ場合，よりクリープ破断強度の高い鋼
材を使うことで配管類の肉厚を薄くすることが可能とな
り，鋼材使用量の低減によるコストダウンや，伝熱効率
の向上，機器自体のコンパクト化が可能になる。　　
　また，火力発電ボイラは電力需要に応じて稼動と停止
を繰返す操業上の特徴がある。このため，オーステナイ
ト系耐熱鋼よりも熱膨張係数が小さく熱サイクルに強い
フェライト系耐熱鋼が適している。
　以上の背景から，現在の主力鋼である T91 フェライト
系耐熱鋼（Mod.9Cr-1Mo 鋼）や 12％Cr マルテンサイト
系ステンレス鋼をベースとして，より高い強度（クリー
プ破断強度）を有する，9～ 12％Cr フェライト系耐熱鋼
の開発が進められている。表4に，代表的な9～ 12％Cr
フェライト系耐熱鋼の公称化学成分を示す。
2．2　9～ 12％Cr フェライト系耐熱鋼用溶接材料

　9～ 12％Crフェライト系耐熱鋼用溶接材料は，鋼材同
様にクリープ破断強度が要求されるほか，所定レベルの

衝撃特性も要求される。しかし，クリープ破断強度と衝
撃特性は相反する特性であり，これらをいかにして両立
するかが溶接材料にとって極めて重要な課題である。表
5，表 6に，T92，T122 フェライト系耐熱鋼を対象とし
た溶接材料の化学成分と機械的性質の一例を示す。
　クリープ破断強度は，V，Nb，Wなどの元素を添加し
て確保している。衝撃特性は，新たに導き出したδ- フ
ェライト抑制指標 FP 6）を適用してδ- フェライトの残留
を抑制し，実用上問題のない衝撃特性を確保している。
δ- フェライトの残留が衝撃特性に悪影響を及ぼすこと
は従来から知られている。このため溶接材料では，δ-
フェライトの残留を抑制するために，成分設計上，Creq7）

を小さくする工夫がなされてきた。（1）式に Creqの計算
式を示す。
　Creq＝Cr＋6Si＋4Mo＋1.5W＋11V＋5Nb＋12Al（sol.）
　　　　＋8Ti－40C－2Mn－4Ni－2Co－30N－Cu  …（1）
　しかし，Creqは T91 鋼材の開発時に提案されたもの
で，12％Cr 鋼溶着金属に応用した場合，Creqを小さくし
てもδ- フェライトの残留が抑制できず衝撃特性の確保
が困難であった。図 4にCreqと衝撃特性の関係を示す。
T91 鋼溶着金属の場合，Creqが小さくなるとδ- フェライ
トの残留が抑制されて衝撃特性が向上する傾向にある。
ところが，12％Cr 鋼溶着金属の場合，Creqを小さくして
も必ずしもδ- フェライトの残留は抑制できず低靭性で
ある。そこで 9～ 12％Cr フェライト系耐熱鋼用溶接材
料の開発では，Creqを補完するδ- フェライト抑制指標
として FP を導出した。 （2）式に FPの計算式を示す。
　FP＝22C＋0.6Mn＋0.9Cu＋1.4Ni＋0.8Co＋28.7N－Cr－
 　 1.2Si－2Mo－4.4V－3.2Nb－1.4W－7Ti＋11.5  …（2）
　図 5に示すように，FPが大きくなると，衝撃特性は向
上する関係が得られた。
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Chemical compositions of weld metal ※1 (mass％)Welding
consumables

Welding 
process NWNbVMoCrCoNiCuSPMnSiC

0.051.500.030.290.209.491.560.480.010.0030.0050.720.380.06CR-12SSMAW

0.041.450.040.210.359.921.010.510.010.0030.0040.740.350.07TGS-12CRSGTAW

0.041.600.040.290.409.541.500.500.010.0040.0050.930.310.07MGS-12CRSGMAW

0.021.770.030.190.2310.740.140.980.370.0030.0070.990.150.09PF-200S/US-12CRSSAW

※1 Wire’s values are shown in case of TGS-12CRS.

表 5  T92，T122 フェライト系耐熱鋼用溶接材料の化学成分
Table 5  Typical chemical compositions of welding consumables for T92 & T122 ferritic heat resisting steels

Mechanical properties of weld metal

PWHTWelding
consumables

Welding 
process CRT ※1 

(h)
vE0℃
(Avg.J)

El.
(％)

TS
(MPa)

0.2％YS
(MPa)

2 6504026768648740℃×8hCR-12SSMAW

3 9154423790686740℃×8hTGS-12CRSGTAW

1 6704727745619740℃×8hMGS-12CRSGMAW

2 6353722781624745℃×8hPF-200S/US-12CRSSAW

※1 Creep rupture time (Test condition：650℃ for 98MPa)

表 6  T92，T122 フェライト系耐熱鋼用溶接材料の機械的性質
Table 6 Typical mechanical properties of welding consumables for 

T92 & T122 ferritic heat resisting steels

Chemical compositions　(mass％)
ASME

NBNbVCuWMoCrMnSiC

0.060.0040.050.20---1.80.59.00.450.060.07T92

0.060.0030.060.201.02.00.412.00.600.10.11T122

表 4  代表的な 9～ 12％Cr フェライト系耐熱鋼の公称化学成分
Table 4 Nominal chemical compositions of typical 9-12％Cr ferritic 

heat resisting steels



むすび＝本稿では，石油精製リアクタ分野や火力発電ボ
イラ分野における高強度低合金耐熱鋼と，その実用化を
支えている溶接材料について紹介した。低合金耐熱鋼の
高強度化，特にクリープ破断強度の向上に対する要望は
今後もさらに高まり，新しい鋼材が提案されるものと考
える。そして新しい鋼材の実用化を支える基幹技術とし
て，溶接材料にも一層の性能向上が求められると考えて
いる。低合金耐熱鋼用溶接材料の課題は，クリープ破断
強度，衝撃特性といった，相反する諸特性の両立である。
今後もこの課題に果敢に取組み，社会に貢献できる溶接
材料を提案していきたいと考えている。
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図 4  Creqと衝撃性能の関係
Fig. 4 Effect of Creq on absorbed energy

：T91 type (without δ-ferrite) 
：T91 type (with δ-ferrite) 
：12％Cr type in the presence study (without δ-ferrite) 
：12％Cr type in the presence study (with δ-ferrite)

*Creq＝Cr＋6Si＋4Mo＋1.5W＋11V＋5Nb＋12Al(sol.) 
　　　 ＋8Ti－40C－2Mn－4Ni－2Co－30N－Cu
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図 5  FP と衝撃性能の関係
Fig. 5 Effect of FP on absorbed energy

：T91 type (without δ-ferrite) 
：T91 type (with δ-ferrite) 
：12％Cr type in the presence study (without δ-ferrite) 
：12％Cr type in the presence study (with δ-ferrite)

*FP＝22C＋0.6Mn＋0.9Cu＋1.4Ni＋0.8Co＋28.7N 
　　   －Cr－1.2Si－2Mo－4.4V－3.2Nb－1.4W－7Ti＋11.5
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