
まえがき＝金属材料は，高温下で力が加わり続けると，
組織変化，炭化物の粗大化および空孔や亀裂の発生など
が生じ，徐々に塑性変形が進行することがあり，この現
象を一般的にクリープと呼ぶ。タービン・ボイラなどは
高温・高圧環境にさらされることから，高温特性，とく
に高い耐クリープ特性に優れたCr-Mo鋼が用いられてき
た1）。また，高温強度，耐水素侵食性に優れる2.25Cr-1Mo-
V鋼は，石油精製リアクタの材料として広く利用されて
おり2），クリープ特性に関する研究では鋼材 3）および溶
接材料4）～6）について種々検討されている。このような高
温・高圧化で問題となるクリープ現象は時間依存の変形
であり，補修または交換時期を推定する目的で古くから
クリープ破断寿命の予測が広く研究されている 7）， 8）。
　クリープ破断寿命を予測する手法として，クリープ変
形挙動から寿命を予測するMonkman-Grant則9），修正θ
法10），11），Ω法12）など，鋼材を対象とする種々の寿命予測
法が提案されている。Monkman-Grant 則は，最小クリ
ープ速度から破断寿命を予測する経験則であり，多くの
材料でこの関係性が成り立つことが確認されている。現
在は改良法が提案されている13），14）。
　溶接部のクリープ性能に関しては，2009年にASME 
Sec.Ⅷ Div.2 15）が改訂され，2.25Cr-1Mo-V鋼に対して，ク
リープ破断特性が要求される設計温度が470℃以上から
440℃以上となった。そのため，多くの機器の溶接金属
に対し，540℃-210MPaの試験条件で破断時間900時間超
の耐クリープ性能が求められている。一方，クリープ変
形挙動からのクリープ破断寿命予測は，上述のごとく鋼
材を対象とした研究は種々行われているが，溶接金属を
対象とした研究はほとんど見当たらない。
　そこで当社では，2.25Cr-1Mo-V鋼溶接金属を対象に，
1,000時間程度の寿命をより早期に予測できないかとい

う観点から，鋼材で用いられる各種クリープ破断寿命予
測法の溶接金属への適用性を調査するとともに，最適な
予測方法について検討したので以下にその概要を報告す
る。

1．試験方法

1．1　試験片の作製方法

　溶接金属から試験片を採取するため，2.25Cr-1Mo-V鋼
を基準として主にV，Nb，BおよびWの化学成分を変化
させた 9種類（№ A～I）のソリッドワイヤ（表 1）およ
びボンドフラックスを組合せたサブマージアーク溶接で
溶接試験材を作製した。母材はすべて2.25Cr-1Mo鋼板
（ASTM A 387-06a Gr.22）とした。表 2および図 1に溶
接条件を示す。溶接はタンデム サブマージアーク溶接
機を用い，入熱3.7kJ/mm，6層12パスの多層盛溶接を行
った。開先形状は，ルート間隔25mm，開先角度10°（片
側 5°）の V開先とした。なお，溶接後の試験材には705
℃で32時間の溶接後熱処理を施した。
　試験片は，№ A から 7本（№ A1～A7）を，№ B～Iか
ら各 1本（№ B1～I1，計 8本）を，それぞれ試験材の溶
接金属中央の長手方向が試験片長手となるように採取し
た。試験片の形状は，平行部径φ 6 mm，標点間距離30 
mmである。
1．2　クリープ試験方法

　採取した各試験片を用い，JIS Z2271:1999に基づくク
リープ試験を実施した。試験機はレバー式タテ型クリー
プ試験機（テコ比 1：10）を用い，試験温度に昇温後，
定荷重を負荷して16時間の均熱保持を実施した。
　化学成分を同一とし，初期応力または試験温度を変化
させた試験条件として，№ Aから採取した 7本の試験片
（№ A1～A7）を対象に540℃-210MPaを基準として試験
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温度525～600℃，初期応力190～300MPaの範囲で 7条件
を選定した。また，化学成分の異なる№ B～Iの試験材
から採取した試験片№ B1～I1に対しては，初期応力と
試験温度を一定（540℃-210MPa）とする試験条件とし
た。
　目標とする破断時間の選定に際しては，高応力－短時
間の外挿が低応力・長時間で過大評価すること16）を考慮
し，2.25Cr-1Mo-V焼戻し鋼（焼戻し条件：705℃-30時間）
JIS SFCM F22Vのクリープ試験データ17）を基に，破断時
間が10～2,000時間程度となるようにした。

2．試験結果および考察

2．1　クリープ試験

2．1．1　同一化学成分の材料において初期応力・試験温

度を変化させた場合　
　材料の化学成分を同一として初期応力または試験温度
を変化させた 7条件（№ A1～A7）のクリープ試験結果
およびクリープ曲線をそれぞれ表 3 および図 2に示す。
破断時間は，最も短いもので12時間，最も長いもので
1,639時間であり，従来の母材の結果7）と同様に，初期応
力・試験温度が高いほど短く，初期応力・試験温度が低
いほど長かった。また，いずれの試験条件においても，
ひずみ－時間線図は一般的な遷移クリープ域，定常クリ
ープ域，加速クリープ域からなる滑らかな曲線を示し，

形状に大きな違いは認められなかった。ただし，定常ク
リープ域については，一般的な実用鋼材で定常な速度域
が認められないように7），ほぼ遷移および加速クリープ
域に分けることもできたが，本報では定常クリープ域が
存在すると仮定し，最小クリープ速度と定常クリープ速
度は等しいものとした。
　図3に破断時間と初期応力の関係を示す。実線はA1～
A7の近似線を，破線は2.25Cr-1Mo -0.3V焼戻し鋼17）の近
似線を示している。540℃における№ Aの溶接金属は，
2.25Cr-1Mo-0.3V焼戻し鋼の550℃とほぼ同じ直線関係を
示した。
2．1．2　初期応力と試験温度一定において材料の化学成

分を変化させた場合

　材料の化学成分が異なり初期応力と試験温度を一定と
した 8種類の試験片（№B1～I1）のクリープ試験結果を
表 4および図 4に示す。破断時間は，最も短いもので44
時間，最も長いもので1,603時間であった。破断時間は，
V，NbおよびB添加材では長く，W添加材では短くなる
傾向が認められた。また，最小クリープ速度は，V，Nb
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表 1  溶接金属の化学成分 （mass％）
���������Chemical composition of weld metal (mass％)

表 2  溶接試験材の作製要領
���������Welding procedures for preparing weld test specimens

表 3  № A1～A7のクリープ試験結果
���������Creep test results of specimen Nos. A1-A7

図 1  溶接条件
������  Welding condition

図 2  № A1～A7のクリープ曲線
������  Creep curves of specimen Nos. A1-A7



およびB添加材では遅く，W添加材では早くなる傾向が
認められた。
　V，Nbを添加した場合，MX（VC，NbC）に代表され
る微細な炭化物が析出し，転位の動きを妨げることでク
リープ強度が増加したと考えられる。
　Wを添加した場合は，W炭化物の凝集・粗大化によっ
てMXを生成するための炭素量が不足し，クリープ強度
を上げていた微細な炭化物が減少したと考えられる。
2.25Cr-1Mo-V鋼では，W増量によってクリープ強度が増
加されるとの報告18）もあるが，本検討で用いた溶接金属
（F1，G1）はC量が0.07％と低く，均一分散した微細な
MoやVの炭化物が十分に得られなかったためと推測す
る。
　Bを添加した場合は，12％Cr耐熱鋼でM23C6の成長抑

制19）およびMXの微細化20）が図られることが指摘されて
いることから，本検討で用いた溶接金属においても
M23C6の成長抑制によってVCなどの微細炭化物が十分析
出し，長寿命化したと推測される。
2．2　クリープ寿命予測方法の検討

　材料の化学成分を同一として初期応力または試験温度
を変化させた 7条件（№ A1～A7）のクリープ曲線（図 2）
を用い，Monkman-Grant則，修正θ法およびΩ法による
クリープ寿命予測法により，予測に使用できる回帰式を
作成した。この回帰式について，予測精度および予測に
必要とされる経過時間を検討した。なお，同条件の結果
を基に回帰式の精度を求めているため，厳密には予測で
はなく回帰であるが，3種のクリープ寿命予測法を比較
するため，以後の文章ではあえて予測と表記した。ま
た，破断時間�r の予測精度は式（1）によって標準誤差21）

を求めた。
　　���＝（Σ（�i －�ie）2/（�－�－1－�p））1/2  …………（1）
　ここで，���は標準誤差，�iはlog��rの i 番目の実測値，
�ieはlog �rの i番目の予測値，�はデータ数である。�およ
び�pは，本検討では 0とした。
2．2．1　Monkman-Grant則

　図 5に，A1～A7の溶接金属における最小クリープ速
度と破断時間の関係（白丸），および破断時間に対する最
小クリープ速度とΩの積の関係（黒丸）を示す。Ωは後
述のΩ法におけるパラメータの一つで，加速クリープ域
でのクリープ速度増大である。図中の白丸が示すよう
に，破断時間と最小クリープ速度の関係はMonkman-
Grant則のとおり式（2）で近似することができた。
　　�r＝�0ε・���1  ……………………………………………（2）
ここで，�r は破断時間（h），ε・�は最小クリープ速度（h－1）
である。�0は定数であり，0.036を示した。また，指数の�1
は1.058を示し，一般的な鋼材と同様にほぼ 1であった。
　つぎに，図 5の黒丸のように加速クリープ域の変形則
を考慮すると，式（3）で近似することができた。
　　�r＝�/（ε・�×Ω）�2  ……………………………………（3）
ここで，�および�2は定数であり，1.496および1.023を示
した。この結果は，阿部らのMod.9Cr-1Mo鋼13，14）で得ら
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表 4  № B1～I1のクリープ試験結果
���������Creep test results of specimen Nos. B1-I1

図 5 A1～A7における破断時間と最小クリープ速度，最小クリー
プ速度とΩの積の関係

������ Time to rupture vs. minimum creep rate of ε・m  and ε・m×Ω 
for specimen Nos. A1-A7

図 4  №B1～I1のクリープ曲線
������  Creep strain-time curves of specimen Nos.B1-I1

図 3  破断時間と初期応力の関係
������  Relationship between stress and time-to-rupture



れた関係式とよく一致する。№ A1～A7の2.25Cr-1Mo-
0.3V鋼溶接金属が焼戻しベイナイト組織であるのに対
し，Mod.9Cr-1Mo鋼は焼戻しマルテンサイト組織であ
る。両者の予測式がよく一致することから，式（3）は
Cr-Mo鋼のほかの成分系に対しても適用できる可能性が
高い。
　つぎに，Monkman-Grant則の予測に必要とされる経
過時間を検討するため，№ A1～A7の溶接金属について
最小クリープ速度の到達率と経過時間率の関係を図6の
ように，整理した。最小クリープ速度の到達率は，最小
クリープ速度を各経過時間におけるクリープ速度で除し
た百分率である。また，経過時間率は経過時間を破断時
間で除した百分率である。いずれの試験条件において
も，破断時間の15～20％で最小クリープ速度に到達し，
試験温度・初期応力の影響はあまり認められなかった。
したがって，最小クリープ速度から予測するMonkman-
Grant則は，破断時間の15～20％の経過時点で適用でき
ることが確認された。
　図 7に，破断時間の実測値とMonkman-Grant則による
計算値の比較結果を示す。計算式は，式（2）を用いた。
図中の破線は，対数グラフにおける99％の信頼区間であ
り，間隔が狭いほど精度が高いことを示している。実測
値と計算値は，10時間程度の短時間側で多少の誤差が認
められるものの，よく一致した。
2．2．2　修正θ法

　№ A1～A7の溶接金属のクリープ曲線について，修正

θ法を用いて式（4）による数値化を行った。第 1項は瞬
間ひずみを，第 2項は加工硬化による減速項を，第 3項
を弱化による加速項を，それぞれ示している10）。
　　ε＝ε0＋�（1－exp（－α�））＋�（exp（α�）－1）  ……（4）
ここで，εはひずみ（－），�は時間（h），εrは破断ひず
み（－），ε0は瞬間ひずみ（－）である。また，�は減速
項の定数（－），�は加速項の定数（－），αは速度定数
（h－1）である。解析の結果，�，�，αはそれぞれ順に
1.07×10－2～2.44×10－2，2.43×10－3～3.47×10－3，2.35×
10－3～2.90×10－1を示した。
　クリープ寿命予測において，修正θ法のとおり式（5）
の破断パラメータ�（h）と破断時間との間に，式（6）の
関係を得ることができた。図8に破断パラメータ�と破
断時間の関係を示す。
　　�＝（1/α）ln（（εr－ε0－�）/�）  ……………………（5）
　　��＝ ��q  ……………………………………………（6）
ここで，�，�は定数であり，それぞれ0.658，1.030を示
した。九島ら11）によると，�は 1よりやや小さい値を，�
はほぼ 1を示すとされている。2.25Cr-1Mo-V鋼溶接金属
でもほぼ同じ値を示した。
　修正θ法の予測に必要とされる経過時間を検討するた
め，経過時間と破断ひずみに対するひずみの関係を整理
した（図 9）。実線は，打切りひずみまでのひずみを，式
（4）を用いて計算した曲線である。予測に必要とされ
る経過時間は破断時間の80～90％まで必要であった。し
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図 7  破断時間の実測値とMonkman-Grant 則よる計算値の比較
������ Comparison of observed and predicted time to rupture based 

on Monkman- Grant law for No.A1-7

図 6  № A1～A7における最小クリープ速度の到達
������ Relationship between "minimum creep rate / creep rate" and 

"elapsed time / time to rupture" for specimen Nos. A1-A7

図 9  № A1～A7における修正θ法の打切りひずみまでの経過時間
������ Time to cutoff strain based on modified θ projection for 

specimen Nos. A1-A7

図 8 № A1～A7における修正θ法の破断パラメータ Pと破断時
間の関係

������ Relationship between time to rupture and modified θ 
projection parameter "P" for specimen Nos. A1-A7



たがって，修正θ法は破断時間の80～90％の経過時点で
適用できることが確認された。
　図10に，破断時間の実測値と修正θ法よる計算値の比
較を示す。計算式は式（6）を用いた。精度は標準誤差
1.05を示し，10時間から1,000時間の範囲においてほぼ完
全に一致した。クリープ曲線のほぼ全体をパラメータ化
しているため予測精度は高くなるが，予測に時間がかか
り，クリープ途中で予測する手法には不利であることが
わかる。
2．2．3　Ω法

　溶接金属№ A1～A7のクリープ曲線について，Ω法で
解析を行ったところ，加速クリープ域においてひずみ速
度とひずみの間に式（7）の関係が成立した。また，得ら
れた 2つの定数の積は，式（8）に示すように破断時間と
反比例の関係を示した。
　　lnε・＝lnε・0 ＋Ωε  ……………………………………（7）
　　��＝1/（ε・0 ×Ω）  ………………………………………（8）
ここで，ε・はひずみ速度（h－1），ε・0 はひずみ 0における
初期ひずみ速度（h－1）である。
　図11にΩ×ε・0 と破断時間の関係を示す。破断時間と
Ω×ε・0 の関係は，式（9）に示すように式（8）とほぼ一
致するが，厳密には累乗数が－ 1のままでは実際より長
く予測される。
 　　�r＝0.983（Ω×ε・0 ）－ 0.970  ……………………………（9）
　つぎに，Ω法の予測に必要とされる経過時間を検討し
た。図12に経過時間率に対するΩの到達率を示す。図
中のΩ0は，各経過時間に対するΩである。Ωの到達率
は，各経過時間におけるクリープ速度の増大をΩで除し
た百分率である。Ωは破断時間の60～70％で求めるこ
とができる。したがって，Ωから予測するΩ法は，破断
時間の60～70％の経過時点で適用できることが確認され
た。
　破断時間の実測値とΩ法よる計算値の比較結果を
図13に示す。計算式は式（8）を用いた。計算値は10～
100時間程度の短時間側で精度が高いが，1,000時間前後
の長時間側では実測値より大きかった。
2．3　各種クリープ寿命予測方法の比較検討

　Monkman-Grant則，修正θ法およびΩ法のいずれにお

いても2.25Cr-1Mo-V鋼溶接金属の寿命予測が可能である
ことが 2.2 節で確認され，各種クリープ寿命予測方法の
予測精度および予測に必要な経過時間が得られた。予測
精度および必要な経過時間を表 5にまとめる。
　予測精度は修正θ法が最も高く，ついでMonkman-
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図10 № A1～A7における破断時間の実測値と修正θ法による計
算値の比較

������ Observed time to rupture vs. calculated time to rupture 
based on modified θ projection for specimen Nos. A1-A7

図11  № A1～A7におけるΩ×ε・0と破断時間の関係
������ Relationship between time to rupture and Ω method's 

parameter "Ω×ε・0" for specimen  Nos. A1-A7

図12  № A1～A7におけるΩ法の経過時間率に対するΩの到達率
������ Relationship between Ω0/Ω and time / time-to-rupture for 

specimen Nos. A1-A7

図13  № A1～A7における破断時間の実測値とΩ法による計算値
������ Observed time to rupture vs. calculated time to rupture 

based on Ω method for specimen Nos. A1-A7

表 5  各種予測方法による予測精度と必要な経過時間のまとめ
���������Summary of various methods as to prediction accuracy and 

necessary elapsed time to predict the time to rupture



Grant則，Ω法の順であった。修正θ法で予測精度が高
い理由として，定常クリープ域だけでなく加速クリープ
域まで解析に用いているためと考える。
　最小クリープ速度を必要とするMonkman-Grant則は，
破断時間の15～20％で予測できるが，Ω値を必要とする
Ω法は，破断時間の60～70％の経過時間が必要であっ
た。修正θ法はクリープ曲線全体からパラメータ化して
いるため，破断時間の80～90％まで試験が必要であっ
た。
　したがって，予測精度および必要な経過時間を考慮す
ると，破断時間が1,000時間前後の2.25Cr-1Mo-V溶接金属
についてクリープ破断寿命を早期に予測する場合，予測
に必要な経過時間の短いMonkman-Grant則が適してい
ると判断される。
2．4　溶接金属成分が変化した場合への適用

　最適と判断されたMonkman-Grant則の適用性を評価
するため，溶接金属の化学成分（V，Nb，B，W）を変
化させた試験片№ B1～I1のクリープ試験結果について，
成分は同一で温度または応力を変化させた条件で得られ
た式（2）を用いてクリープ寿命予測を行った（№A1～
A7の係数を使用）。比較のため，Larson-Miller法による
予測精度も付記した。
　破断時間の実測値と予測値の比較結果を図14に示す。
破線はMonkman-Grant則およびLarson-Miller法の99％の
信頼区間である。Monkman-Grant則のB1～I1の予測値
は，Vを添加していないB1およびNbを添加したE1でや
や外れるもののその他は実測値とほぼ一致し，化学成分
を変化させていない№ A1～A7と同程度の精度を示し
た。すなわちMonkman-Grant則は，溶接金属の化学成分
が変化した場合においてもクリープ破断寿命を精度よく
予測可能であることがわかる。また，溶接方法や熱処理
条件によって金属組織および結晶粒径が変わる溶接金属
では，Larson-Miller法より，クリープ曲線の途中から
Monkman-Grant則などの変形機構で予測する方法が有
効と判断される。

 

むすび＝ 2.25Cr-1Mo-V鋼のサブマージアーク溶接金属
に対して，短期（1,000時間程度）のクリープ破断寿命を
より早くにクリープ変形挙動から予測する手法を検討
し，以下の結果を得た。
（１）鋼材のクリープ破断寿命予測で用いられる

Monkman-Grant則，修正θ法およびΩ法は，溶接
金属のクリープ寿命予測に適用可能である。

（２）クリープ破断寿命予測において，予測精度は修正
θ法，Monkman-Grant則，Ω法の順で高い。一
方，予測に必要な時間（破断時間に対する比率）
は，Monkman-Grant則 が 15～20％，Ω 法が60～
70％，修正θ法が80～90％である。クリープ寿命
を早期に予測する場合，Monkman-Grant則が適し
ている。

（３）代表成分について，試験温度または初期応力を変
化させて得られたMonkman-Grant則の式を用い
て，溶接金属の化学成分（V，Nb，B，W）を変
化させた場合においても，クリープ破断寿命を早
期かつ精度よく予測可能である。

　最後に，本成果を用いることで耐クリープ性能を早い
段階で予測されることから，溶接ワイヤの研究開発にお
いて試作サイクルの短縮化に貢献できると考える。今後
は，9Cr-1Mo-V鋼など他の耐熱鋼への適用を検討する予
定である。
　（本論文は「溶接学会論文集．2012，第30巻，第 3号， 
p.228-237」の抜粋である。）
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図14 化学成分を変化させたB1-I1におけるMonkman-Grant則，お
よびLarson-Miller法による破断時間の実測値と予測値の比較

������ Observed time to rupture vs. predicted time to upture based 
on Monkman-Grant law and Larson-Miller method for varied 
chemistry specimen Nos. B1-I1


