
２２２相相相系系系ススステテテンンンレレレススス鋼鋼鋼

鋼種

特徴

・ 高耐全面腐食性

・ 高耐孔食性及び耐隙間腐食性

・ 高耐応力腐食性及び耐腐食疲れ性 
・ 高強度

・ 高耐摩耗性及び耐侵食性

・ 高耐疲労性

・ 高エネルギー吸収性

・ 低熱膨張性

・ 高溶接性

用途

・ 製紙・パルプ工業

・ 海水淡水化プラント

・ 排煙処理設備

・ ケミカルタンカーのカーゴタンク及び配管システム

・ 海水取扱いシステム

・ 海上構造物の防火壁及び暴風壁

・ 橋梁

・ 構造設計部品

・ 貯蔵タンク

・ 圧力容器

・ 熱交換器

・ 温水ヒーター

・ ローター・インペラー・シャフトなどの回転部材



一般的な特徴

オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼は、２相系ステンレス鋼とも呼ばれ、フェライト系とオ

ーステナイト系の多くの有益な特性を兼ね備えています。高いクロムと窒素の含有は、しばしば

モリブデンも添加されるため、局部腐食及び全面腐食に対し高い耐食性を示し、その２相組織

は、高強度と耐応力腐食割れに寄与し、溶接性も優れています。

オウトクンプ社は、 ＬＤＸ２１０１® からスーパー２相系ステンレス鋼の ２５０７ 及び １．４５０１

に至る２相系ステンレス鋼の全ての範囲を製造しており、このカタログでは ＬＤＸ２１０１®、２３０

４、２２０５ そして ２５０７ の特性をご紹介しています。また １．４５０１の特性は、 ２５０７ の特

性に非常に類似しており、 １．４５０１の指定での製造も可能です。 

化学成分

Ｔａｂｌｅ １はオウトクンプ社の鋼種の典型的な化学成分です。各鋼種の化学成分は各国規格

によって若干の差がありますが、発注時にはご要求の規格通りの素材が選定されます。

微細組織

２相系ステンレス鋼の化学成分は、溶体化熱処理の状態においては、フェライト相とオーステナ

イト相がほぼ同等の量でバランスを保っています。焼鈍温度が高くなれば、フェライト相の含有

量は高くなります。

２相系ステンレス鋼は、オーステナイト系ステンレス鋼よりも、析出相が脆化を引き起こす傾向

が強く、そのため耐食性を落とします。 ６００～９５０℃ の温度領域では、シグマ相のような金

属間化合物相の形成が起こり、３５０～５２５℃ （４７５℃脆性）では、フェライト相の再形成が起

こります。

したがって、このような温度領域にさらす事は避けるべきで、通常の溶接や熱処理においては

脆性の危険は少ないものの、厚板などの熱処理では特に冷却が遅い場合などは、脆化の危険

性を残します。

Fig.1 では、衝撃靭性が 50%減少を生じさせる温度と時間の関係を示しています。



Fig. 1 50%までの衝撃靭性減少曲線（溶体化熱処理状態との比較）

機械的性質

Ｔａｂｌｅ ２‐４ は圧延鋼板の機械的性質を示しています。データについては ＥＮ１００８８と ＥＮ

１００２８ を適用させました。ＬＤＸ２１０１®は ＥＮ１００８８ にはまだ登録されておりませんが、Ａ

ＳＴＭ Ａ２４０及び内部標準ＡＭ ６１１に対応しているデータです。設計データの許容値は製品

形状により変化しますが、それぞれの形状の数値をご参照下さい。

Table 2. ２０℃での機械的性質



Table 3. 衝撃靭性

Table 4. 高温での引張強度

疲労

２相系ステンレス鋼の引張り強さの高さは、疲労強さをも意味しています。Ｔａｂｌｅ ５は室温

中の振動引張り疲労試験の結果を示しています。疲労強さは２００万回サイクルで５０％の破

壊時において評価され、試験では研磨された丸棒が使われています。

Ｔａｂｌｅ ５が示すように、２相系ステンレス鋼の疲労強さは、ほぼ素材の耐力に対応します。

Table 5. 疲労引っ張り試験値

物理的特性

Ｔａｂｌｅ ６の通り、ＥＮ１００８８による物理的データは全てのオウトクンプ社の２相系ステンレス

鋼に適用されます。



Table 6. 物理的特性の公称値

耐食性

２相系ステンレス鋼は、様々な環境で広範囲にその耐食性を発揮します。詳細はオウトクン

プ社の Corrosion hand book をご参照下さい。以下、異なる環境下での耐食性について、簡

単に説明いたします。

全面腐食

全面腐食とは、腐食媒体と接触することによって、表面全体が腐食する事を言います。耐

食性そのものは、一般的に腐食率が０．１mm/年未満であれば良好と考えられています。

高いクロム含有量から、２相系ステンレス鋼は多くの環境下において優れた耐食性を示し

ます。

ＬＤＸ２１０１®は、多くの場合４３０７（３０４Ｌ）より優れた耐食性を有しており、場合によって

は４４0４（３１６Ｌ）と同様の耐食性を示す事があります。２３０４はほとんどの場合、４４０４（３

１６Ｌ）と同等であり、一方他の高合金化された２相系ステンレス鋼は、更に優れた耐食性

を示します。

硫酸

Fig. ２に硫酸中での等腐食度曲線を示しています。塩素イオンを含む硫酸中において、

２２０５は４４０４（３１６Ｌ）よりかなり優れた耐食性を示し、９０４L と同等の耐食性を有しま

す（Fig. 3）。

塩酸

４３０７（３０４Ｌ）や４４０４（３１６Ｌ）の様なステンレス鋼は、全面腐食及び局部腐食の危険

性が高くなるため、塩酸中での使用は非常に限られたものとなりますが、高合金鋼であ

る２５０７や２２０５では、希塩酸中でもある程度は使用可能という事が言えます（Fig. 4）。

孔食は Fig. 4 の等腐食度曲線の下の領域では問題ありませんが、隙間腐食に関しては

避けられません。

硝酸

硝酸のような非常に強い酸化剤中では、モリブデンを含んでいないステンレス鋼は、含



んでいるステンレス鋼より耐食性が高くなります。この場合、高いクロム含有量と低いモ

リブデン含有量のため、ＬＤＸ２１０１®や２３０４は優れた選択肢となり得ます。

Fig. 2 硫酸中の等腐食度曲線（腐食度 0.1mm/y 未満）

Fig. 3 塩素イオン 2000ppm 硫酸中の等腐食度曲線（腐食度 0.1mm/y 未満）



Fig. 4 塩酸中の等腐食度曲線（腐食度 0.1mm/y 未満）

孔食及び隙間腐食

鋼中のクロム、モリブデン、窒素の含有率を高めることにより、耐孔食性及び耐隙間腐食

性が高まります。通常は耐孔食指数（ＰＲＥ）で材料の孔食及び隙間腐食性を表示し、

PRE = %Cr + 3,3x%Mo+ 16x%N で計算されます。Ｔａｂｌｅ ７は各鋼種のＰＲＥ値です。異な

った合金成分量により、４種類の２相系ステンレス鋼は異なった特性を示します。ＬＤＸ２１

０１®は４４０４（３１６Ｌ）に近い耐食性を持ち、２３０４は、従来のモリブデン含有鋼種４４０４

（３１６Ｌ）に相当します。また、２２０５は９０４Ｌ、２５０７は６Ｍｏ鋼相当となります。

Table 7. 各鋼種のＰＲＥ値

ＰＲＥ値は大まかな材料比較に利用できますが、鋼種のランク付けにおいてより信頼でき

る方法はＣＰＴ（臨界孔食温度）で、ＣＰＴには幾つかの測定方法があります。

オウトクンプ社が使用している電気化学法を使うことにより、隙間腐食の干渉なしに耐孔

食性を測定することが可能です（ＡＳＴＭ Ｇ １５０）。その結果として、孔食が発生しはじめ



る臨界孔食温度（ＣＰＴ）がわかります。実際の値は製品形状によって異なりますが、Fig. 5

は研削表面上での耐孔食性(Ｐ３２０mesh)を示しています。

耐隙間腐食性を評価する時、腐食が始まるのを明確に定義できる臨界温度を測定するの

が一般的な方法です。Fig. 6 は、ASTM G 48 Method F による ６％FeＣｌ3＋１％HCl 溶液中

で測定される、典型的な臨界隙間腐食温度（ＣＣＴ）です。異なる製品と表面仕上げによっ

て、臨界隙間腐食温度が変わります。

Fig. 5 ＡＳＴＭ Ｇ１５０で測定した１Ｍ ＮａＣｌ中典型的な臨界孔食温度（ＣＰＴ）、ぬれる表面

３２０mesh 

Fig. 6 ＡＳＴＭ Ｇ４８ Ｍｅｔｈｏｄ Ｆで測定した６％FeＣｌ3＋１％HCl 溶液中典型的な臨界孔

食温度（ＣＰＴ）、ドライ表面１２０mesh 



応力腐食割れ 
従来のオーステナイト系ステンレス鋼は、高温の塩素環境において、応力腐食割れが発

生します。それに対し、２相系ステンレス鋼はこの腐食には影響を受けにくい鋼種です。

耐応力腐食割れ性におけるステンレス鋼の評価には様々な方法が使われています。その

結果は、方法や試験環境により変化します。蒸発環境下では、塩素溶液中での耐応力腐

食割れ性は落下蒸発試験により測定することが出来ます。この方法は、試験片に応力が

かけられている状態で、熱せられた試験片にゆっくりと食塩水を落下させる方法です。

この方法は、１００℃で５００時間加熱後にて負荷応力値をかけても破断しない最大の数値

を、応力腐食割れが起きる数値として測定されます。この数値は通常２００℃での耐力値

に対する割合として示されます。Fig. 7 はこのテストの結果です。この図は２相系ステンレ

ス鋼が従来のオーステナイトステンレス鋼（例えば、304Ｌや 316Ｌ）よりも耐応力腐食割れ

性において優れていることを示しています。

Fig. 7 落下蒸発試験で測定した代表的な負荷応力

硫化応力腐食割れ

低温でも硫化水素と塩化水素の溶液において、応力腐食割れの危険性は増加します。た

とえば、原油やガスを採掘する際の井戸の穴部の環境です。２２０５や２５０７等の２相系ス

テンレス鋼は、そのような環境でも優れた結果を示しますが、一方１３％クロム鋼は、応力

腐食割れ発生傾向を示します。しかし鋼が高い硫化水素分圧下で、かつ高い内部圧力を

受ける状態においては注意を要すべきです。 ２２０５ と ２５０７は、ＮＡＣＥ ＭＲ０１７５/ＩＳ

Ｏ１５１５－石油及び天然ガス生産を含む H２S 環境下で使用される材料－にて承認される



材料です。。

腐食疲労

高い機械的強度と非常に優れた耐食性の組み合わせは、２相系ステンレス鋼に高い腐食

疲労強度を与えています。Fig. 8 において、合成海水中の２２０５と４４０４（３１６Ｌ）のＳ－Ｎ

曲線が示されています。２２０５の腐食疲労強さは４４０４（３１６Ｌ）よりかなり高い数値を示

しています。

Fig. 8 合成海水中の腐食疲労強さ

粒界腐食

２相系ステンレス鋼は、その微細組織と低炭素含有量のため、粒界腐食には非常に優れ

た耐食性を示します。またその成分は、溶接後の熱影響部におけるオーステナイトの再結

晶を確実なものとし、粒界での炭化物や窒化物の好ましくない析出の危険性を低限してい

ます。

侵食

ステンレス鋼は、一般的に侵食に対して優れた耐食性を持っています。そして２相系ステ

ンレス鋼は、高い表面硬さと優れた耐食性の組み合わせで、特に耐侵食性に優れていま

す。用途例としては、水に砂または塩の結晶を含んでいるパイプシステムのような激しい

浸食を発生させる微粒子が存在するような場所に有益です。

電食

二つの異種金属が接触するところに電食は発生します。より貴金属なものが保護され、卑



金属なものは激しく腐食されます。２相系ステンレス鋼が不活性である限り、多くの環境下

で他の金属構造材料よりもイオン化傾向は少なくなります。そして、それはステンレス鋼は

保護され、一方他金属（例えば炭素鋼）は腐食率が高まることを意味します。

また異なる鋼種のステンレス鋼が、両方とも不活性の場合は、電食は発生しません。

製作

２相系ステンレス鋼は、ステンレス鋼の加工において使われる、ほとんどの成形加工に適して

います。しかし、高い機械的強度と低い靭性のため、深絞り成形、引張り成形やへら絞り成形の

ような加工では、オーステナイト系ステンレス鋼より難しくなります。２相系ステンレス鋼の機械

的強度は、オーステナイト系に比較し、スプリングバックを起こりやすくしてしまいます。

熱間加工

熱間加工の成型される温度はＴａｂｌｅ ８の通りです。しかし、２相系ステンレス鋼の強度は高

温で低くなるため、熱間加工される部品には加工中の養生が必要となります。熱間加工後は

通常急冷焼鈍がなされます。

冷間加工

２相系ステンレス鋼は、高い耐力のため、オーステナイト鋼で要求される通常の冷間加工よ

りも大きな力の加工が必要とされます。Fig. 9‐11 は、ＬＤＸ２１０１®、２３０４及び２２０５のそれ

ぞれの加工硬化の図を示します。

Ｆｉｇ 9. 冷間圧延後ＬＤＸ２１０１®の機械的性質



Ｆｉｇ 10. 冷間圧延後２３０４の機械的性質

Ｆｉｇ 11. 冷間圧延後２２０５の機械的性質



熱処理

熱処理の最適な温度をＴａｂｌｅ ８で示しています。熱処理後は水か空気中で急冷しなけれ

ばなりません。この熱処理は、固溶化熱処理や応力除去にも適しています。特殊な場合、応

力除去は５００－５００℃で行われます。更に熱処理に関する情報が必要な場合は、当社へ

お問い合わせ下さい。

Table ８. 熱処理の最適温度

機械加工

２相系ステンレス鋼は、高強度のため一般的な４４０４（３１６Ｌ）のようなオーステナイト系ステ

ンレス鋼より、機械加工が難しくなります。しかし、ＬＤＸ２１０１は非常に優れた機械加工性を

有しています。

機械加工性は Fig. 12 に示しています。この図は様々な機械加工試験結果を基に作られてい

ます。４４０４（３１６Ｌ）においても優れた機械加工性が示されていますが、この機械加工性指

標は、高速度鋼と炭素工具鋼の性能比較を示すものではありません。ご不明な点について

はオウトクンプ社にお問い合わせ下さい。

Ｆｉｇ 12. ２相系等ステンレス鋼の機械加工性指標



溶接 
２相系ステンレス鋼は、一般的に優れた溶接性を持っており、ステンレス鋼に使用されるほと

んどの溶接方法が使用可能です。

� Shieled metal arc welding(SMAW)

� Gas tungsten arc welding TIG (GTAW)

� Gas metal arc welding MIG(GMAW)

� Flux-cored arc welding(FCW)

� Plasma arc welding(PAW)

� Submerged arc welding(SAW)

� Others; laser, resistance welding, high frequence welding

２相系ステンレス鋼の化学成分おかげで、熱影響部は局部腐食に対して優れた耐食性を維

持するための高いオーステナイト組織を含んでいます。各２相系ステンレス鋼の溶接特徴に

は、わずかな違いがありますので、鋼種ごとの溶接性の詳細については、オウトクンプ社に

よる関連資料をご参照ください。下記は一般的な注意点です。

� 予備加熱無しで溶接すべきです。

� パス間はなるべく 150℃以下に冷却すべきです。

� 溶接状態において優れた金属特性を得るには、溶加棒を使うべきです。ＬＤＸ２１０１®は

溶加棒の使用無しでもかなりの優れた特性を得ることができます。

� 溶接においてフェライト相とオーステナイト相を優れたバランスにするために、アーク熱

量の制限を保つべきです。最適な溶接のために、熱入力は鋼種ごとや板厚ごとに採用

されるべきであります。

� 溶加棒を使った溶接後の焼鈍は必要ありません。熱処理を考える場合、例えば応力除

去はＴａｂｌｅ ８に書かれている温度と一致して行われるべきです。しかし溶接金属の金

属間層の溶着を完全に保障するには３０－５０℃が最小上昇温度です。

� GTAW と PAW 方を使用する場合の孔食防止には、窒素を加えた遮断ガスまたは不活

性ガスを使用することをお勧め致します。

加工後の処理

加工後にステンレス鋼の表面状態を元に戻すためや、良い耐食性を得るために、加工後の

処理は欠かすことができません。それには幾つかの方法がありますが、ブラッシング、ブラス

トや研削などの機械的方法や、酸洗のような化学的手法が考えられます。どの手法を用いる

かは加工の結果次第ですが、例えばどのような不具合を除去したいのか、耐食性や衛生面、

美観などの要求される内容に拠ることになります。より詳細に関してはオウトクンプ社にお問

い合わせ下さい。




