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写真1　長期使用された蒸気タービン弁の外観

研究レポート

蒸気タービン鋳鋼経年材の脆化特性

エネルギア総合研究所　機械・材料グループ　松村　栄郎

1 まえがき
蒸気タービンの車室・弁など長期間高温で使用さ

れる機器では，クリープ等の損傷が顕在化していな
い場合でも，強度低下を招く軟化や脆化等の材質劣
化は徐々に進行するため，これらの劣化状態を把握
することが破損を未然に予防するために必要である。

使用温度が500℃を超える高温部では，軟化が進
行することにより引張強度やクリープ強度が低下す
ることが報告されているが，これまでの研究は，累
積運転時間が10万～20万時間程度の長期使用部材
を対象としたものであったため，さらに長期間使用
した場合に脆化が進行するかなど，将来の運用管理
に必要となる知見が得られていない。

本研究では，火力発電所において30万時間以上
使用された組み合わせ再熱弁廃材より採取した使用
材，およびそれを加熱時効処理して約40万時間の使
用を模擬した時効材を用いて，硬さ試験，組織観察
およびシャルピー衝撃試験を実施し，軟化および脆
化の度合いを明らかにするとともに，高温での長期
使用が脆化に及ぼす影響を検した。

2 概　　要
（1）供試材料

供試材料は蒸気温度538℃の条件で31.4万時間使
用された組み合わせ再熱弁廃材である。供試材料の
外観を写真１に示す。材質はCrMoV鋳鋼であり化学
組成を表１に示す。バナジウムを0.1パーセント程度
含有し，リン，硫黄などの不純物元素も含まれている。

図１の点線で囲んだ部分から試験材の切出しを
行った。廃材から切出したままの試験材（以下，長
期使用材）と，同材を585℃で4,457h加熱時効し，
さらに10万時間運転して累積運転時間が41万時間で

の状態を模擬した試験材（以下，加熱時効材）を用
いて試験を行い，加熱時効前後の比較を行った。

（2） 硬さ試験
硬さの変化を把握するため硬さ試験を行った。測定

は長期使用材，加熱時効材の弁内表面から10㎜の部
位において，ビッカース硬さ試験機を用いて行った。

（3） 組織観察
炭化物粗大化の傾向を観察するため，試験材の金

属組織を光学顕微鏡を用いて観察するとともに，抽
出レプリカを採取し透過型電子顕微鏡にて観察を
行った。また，転位（結晶中に存在する線状欠陥）
の変化を観察するため，薄膜試料を採取し透過型電
子顕微鏡により観察を行った。

（4）シャルピー衝撃試験
脆化度の変化を把握するためシャルピー衝撃試験

を実施した。試験は弁内表面近傍から採取した試験
片に対し，シャルピー衝撃試験機を用いて実施した。
試験後の破面は走査型電子顕微鏡を用いて観察し，
破壊形態の確認を行うとともに，試験温度に対する
延性破面率のカーブを作成し延性破面率が50％に
なる温度を求めることにより，脆化の指標である延
性脆性破面遷移温度（FATT）を求めた。

3 研究成果
（1）硬さ

長期使用材の硬さは178Hvで加熱時効材の硬さは
175Hvであった。本供試材の初期硬さは明らかでな
いが，CrMoV鋳鋼の初期硬さが200Hv程度である
ことから，長期使用により顕著な軟化を生じている
と推測される。また，加熱時効材はさらに軟化が進
んだものとみなせる。

（2）組織観察
加熱時効前後の組織を光学顕微鏡で観察した写真

を写真2に示す。両材とも粒界に粗大化した炭化物
が認められ，加熱時効材では炭素の抜けた白く見え
る部分の割合が増加していた。

写真3に抽出レプリカの透過型電子顕微鏡観察写
真を示す。両材とも粒界，粒内に炭化物の析出や凝
集が認められるが，加熱時効材において粒界に炭化

C Si Mo P S Ni Cr Mo

0.14 0.39 0.75 0.008 0.010 0.10 1.09 1.05

Cu V Al Ti Sn As Sb

0.13 0.10 0.003 0.01 0.019 0.028 0.0040

表1  長期使用された鋳鋼材の化学組成［wt%］
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物が凝集粗大化している様子が顕著に観察された。
写真4に薄膜試料の透過型電子顕微鏡観察写真を

示す。両材とも粒内の微細セルに転位が確認できる
が，転位密度の低いセルも存在している。CrMoV鋳
鋼新材の転位密度が高いことを勘案すると，長期使
用材は転位組織の回復（拡散，すべりによる転位密
度の減少）が進んでいる可能性がある。加熱時効材
では，若干セル径が大きく転位密度も低い傾向にあ
ることから，さらに回復が進んでいる可能性がある。

粒界への炭化物の凝集粗大化，転位組織の回復に
より，長期使用材，加熱時効材の硬さが低下したも
のと推察される。

（3）シャルピー衝撃試験
シャルピー衝撃試験より得られた試験温度と吸収

エネルギーの関係を図1に，試験温度と延性破面率
の関係を図2に示す。長期使用材のFATTは58℃で
あった。本供試材の初期FATTは明らかでないが，
CrMoV鋳鋼の初期FATTが100℃程度であることか
ら，長期使用によりFATTが低下している可能性が
高い。

加熱時効材のFATTは35℃であり，長期使用材の

FATT58℃より低下している。このことは，高温で
の長期使用が必ずしも脆化を招くとは限らず，30万
時間以上の長期使用では，粒内の軟化が進行するこ
とによりFATTが減少する，すなわち延性が増大す
る場合があることを示している。

シャルピー衝撃試験片の破面のうち，脆性破面を
走査型電子顕微鏡で観察した結果の代表例を写真5
に示す。両材とも脆性破面中に粒内へき開破面と粒
界へき開破面が混在していることが観察された。

写真2　長期使用材，加熱時効材の光学顕微鏡観察写真

写真3　抽出レプリカの透過型電子顕微鏡観察写真

図1  試験温度と吸収エネルギーの関係

図2  試験温度と延性破面率の関係写真4　薄膜試料の透過型電子顕微鏡観察写真

写真5  シャルピー衝撃破面の走査型電子顕微鏡
   観察写真 (FATT温度での試験結果)
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両材の差異を明確にするため，脆性破面中の粒界
破面の割合（粒界破面率）と温度の関係を図３に示
す。長期使用材ではバラツキはあるが，おおむね粒
界破面率は30％程度である。加熱時効材の粒界破面
率は，長期使用材に比べ明らかに小さく10％以下で
あった。これは加熱時効により，粒内炭化物のさら
なる粗大化や転位組織の回復を生じ，硬さが低下し
たことにより，同一温度での脆性破壊時に粒界へき
開破壊を生じにくくなったことを示唆している。

（4）考察
30万時間超使用された長期使用材，40万時間超の

使用を模擬した加熱時効材に対するシャルピー衝撃
試験結果，破面観察結果およびこれまでの研究（2）-（4）

で得られている知見に基づき，長期使用に伴う脆化
特性の変化について考察する。

本研究で観察されたシャルピー衝撃試験後の試験
片の破面から，衝撃試験における破壊の状態を模式
的に示すと図4のようになる。

脆性破面が100％占める低温域では，粒内へき開
破面と粒界へき開破面が観察された。脆性破面と延
性破面が混在するFATT近傍の温度では，試験片外

周部は塑性変形を生じるため粒内延性破面となり，
試験片中央部の脆性破壊領域では，粒内へき開およ
び粒界へき開破面が観察された。FATTを超える高
温域では全て粒内延性破面であった。

脆化を示す指標であるFATTの上昇は，脆化が進
行することにより脆性破面中の粒界へき開破面の割
合が増加することにより生じることが，これまでの
研究で明らかにされている（2）（4）。本研究では，シャ
ルピー衝撃試験での破壊形態を決定づける力学量と
して，粒内強度，粒界強度および塑性変形抵抗（0.2％
耐力と考えてよい）を考える。すなわち，図4にお
いて，粒内強度が粒内へき開破壊を，粒界強度が粒
界へき開破壊を，塑性変形抵抗が粒内延性破壊を生
じるかの尺度になると仮定する。長期使用によって
脆化が進行するかは，粒内強度，粒界強度，塑性変
形抵抗の関係がどのように変化するかによって決ま
ることとなる。

低温域で粒内へき開破壊を生じるのは，粒内強
度が他の強度に比べて低いためであり，温度が上
昇するにつれて塑性変形抵抗が低下することによ
り，延性破面が増大することとなる。FATT温度近
傍では粒内強度と塑性変形抵抗が拮抗する状態に
あると見なすことができる。新材で脆性破面が粒
内へき開であることは，粒界強度に比べ粒内強度
が低いことを示唆している。これらの強度と温度
との関係は，模式的には図5中の黒線と青線により
示され，粒内強度と塑性変形抵抗の交点の温度が
FATTとなる。

先に示したように，長期使用に伴い粒内炭化物の
粗大化や転位の回復が進むにつれて，これらの強度
は徐々に低下すると考えられるが，その低下度合は
使用温度と時間に依存する。これまでの研究では，
400℃程度の中温域で10万時間程度使用された場

図3  粒界破面率と試験温度の関係（1）

図4  シャルピー衝撃破面の形態

図5  試験温度に対して現れる破面，強度の変化
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材料特性に応じて更新するか
を判断することが大切です。
今後も現場で役立つ技術の開
発を続けます。 

執筆者からひとこと
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で30万時間を超えて使用される場合には，塑性変形
抵抗の低下が顕著に進むことにより，延性の回復が
回復するものと考えられる。

4 あとがき
本研究では，30万時間以上使用された組み合わせ

再熱弁より採取した試料およびそれを加熱時効処理
した試料を用いて脆化度等の調査を行い，長期使用
に伴う脆化の影響を検討した。

長期使用材の硬さは，新材の硬さより低下してい
ると推測され，加熱時効材の硬さも長期使用材に比
べ低下していた。

長期使用材のFATTは新材のFATTより低下してい
ると推定され，加熱時効材のFATTも長期使用材に
比べさらに低下していた。

長期使用および加熱時効によるFATTの低下は，
粒内強度や粒界強度が低下しただけでなく，それ以
上に炭化物の粗大化や転位の回復が進行し，塑性変
形抵抗が低下したことによると考えられた。

本供試材を41.8万時間以降も使用し続けた場合，
軟化が進行するとともに脆化度は回復すると考えら
れ，き裂が発生しても脆化が原因でき裂進展が加速
する可能性は低いと考える。

合，粒界へのリンなどの偏析により粒界強度が低下
するが，高温域では偏析速度は速いが偏析量の飽和
値は低くなることが示されている（2）。この場合，図
6（a）中の太線のように変化したものと考えられる。

本供試材のように500℃程度以上の高温で長期間
使用された場合，粒内強度および粒界強度の低下に
比べ塑性変形抵抗の低下が大きく，図6（b）中の
太線のように変化したものと考えられる。 

また，長期使用材で脆性破面中に粒界破面が観察
されたことから，粒内強度に比べ粒界強度の低下が
大きかったものと推察される。さらに超長期使用を
模擬した加熱時効材では，粒界破面率は小さくなり
FATTが低下したことから，粒界強度の低下に比べ
粒内強度ならびに塑性変形抵抗の低下が進んだこと
を示唆している。これらのことを勘案すると，高温

図6  長期間使用した場合の強度，FATTの変化

（a）FATTが増加する場合

（b）FATTが減少する場合


