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鋼種 

 
 
一般的な特徴 

オウトクンプ社の耐熱鋼種の一般的な特徴は、550℃を越える温度領域での使用に適する

ようにつくられているという事です。すなわち、クリープ強度が寸法決定の要素となる温

度領域、また高温腐食が生じるような温度領域における使用ということが言えます。また、

高温領域において鋼を最大限に活用するという事は、湿食への抵抗性が限定されている事

を意味します。さらに、全鋼種ともオーステナイト系である事、すなわち比較的高いクリ

ープ強度を保持しているという事が言えます。 
EN 1.4948 を除く全ての鋼種( すなわち全ての EN 1.48XX 鋼種 )が、ヨーロッパ規格 EN 
10095 “Heat-resisting sreels and nickel alloys” に規定されており、EN 1.4948 は、EN 
10028-7 “Flat products made of steels for pressure purposes –Part 7: Stainless steel” 
に規定されています。また、上記全ての鋼種が ASTM  A240 に登録されています。 
 

用途 
オウトクンプ社の耐熱用ステンレス鋼は、550℃以上の温度環境における使用に適し、以

下の業界で、多くの機器に使用されております。 
・ 鉄鋼、非鉄金属業界 
・ エンジニアリング業界 
・ エネルギー変換プラント 
・ セメント業界 

特徴 
・ 耐酸化性 
・ 耐高温腐食性 
・ 高温における強度 



4948 は、乾燥雰囲気中の 800℃以下の温度領域用に、最低炭素含有量が規格化された、

1.4301( 304 ) と同タイプのクリープ強さ改善タイプです。 
4878 は、若干高めの炭素含有量を有する 1.4541( 321 )と同タイプの耐熱鋼です。乾燥雰囲

気中でのお勧め出来る最高温度もまた 800℃となります。また、1.4541( 321 )と同型で耐ク

リープ特性を持つボロン合金がありますが、それは、EN 10028-7 と ASTM A240 に規定さ

れる 1.4941 です。 
153MATM も、1.4301( 304 )と同タイプで、シリコンと窒素の添加量を増やし、希土類金属

( REM )で微細組織化されたものです。これは乾燥雰囲気で 1000℃まで耐えられます。 
4833（ 309S ）と 4828 は、乾燥雰囲気中で 950－1000℃の温度領域に耐えられる耐熱鋼種と

して規格化されています。しかし、600-900℃の温度範囲での使用は材料を脆化させてしま

います。EN10028‐7 と ASTM A240 に規定されている EN 1.4950 は 4833 ( 309S ) と同タイプの耐

クリープ用材料です。 

253MA○R は、窒素含有量を増やし、希土類金属（REM）で微細組織化された 1.4828 と同タイプの材

料です。600－850℃での相変態が室温での耐衝撃値を下げる為、850－1100℃での使用が最も適

しています。 

4845（ 310S ） は、乾燥雰囲気中で 1100℃までの温度領域に対して規格化された耐熱ステン

レス鋼です。この鋼種も 600-900℃では脆くなりがちです。4845 の耐クリープ用として

1.4951 があり、EN10028-7 と ASTM A240 に規定されています。 

4841( 314 ) は、シリコン含有量を増やした 1.4845（ 310S ）と同タイプの材料です。この

材料は耐酸化性を高めますが、脆性に対しては敏感です。 

353MA○R は、他の鋼種よりさらにニッケル含有量を高めた合金です。153MATMや 253MA○R のよう

に窒素とシリコンの含有量を増やし、希土類金属(REM) で微細組織化されたものです。空気

中での最大使用温度領域は 1150℃となりますが、950℃以下では耐衝撃性を弱める危険性が

あります。 

 

化学成分 
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、発注時にご要求の規格で規定さ

れた通りの素材が選定されます。 
Table 1 化学成分 

 

.



微細組織 
ほとんどの耐熱合金にとって、合金元素は高温域での強度、耐食性に関して最も効果的に

使われるものです。 
非常に高い温度領域では、合金元素の拡散に対して抵抗する現象が生じます。その最も一

般的で望ましくない現象として偏析がおこることがあり、この現象が有益な合金元素( 特
にクロム )を消耗させる事により耐食性を下げるだけでなく、特に室温での靭性や延性を

落とします。 
 
これらの析出は、しばしばσ相、χ相、ラベス相のような金属間相であると言われていま

す。153ＭＡTM、253MA○R 、353MA○R においては、σ相の生成は鋼中の比較的高い窒素含

有量により( 253MA○Ｒにおいてはカーボンにおいても )抑制されます。かわりに炭化物、

窒化物が同じ温度範囲で生じ、それが高温で耐熱合金を脆化させるのと同じ様に、室温に

おいても耐衝撃性を下げる結果となります。しかし、今までの経験や実験によれば炭化物

や窒化物により脆化された鋼は、例えば引張りや曲げ試験において変形率が少ない場合に

は、より大きな延性を示す事がわかっています。 
 
脆性に関して最良の鋼種、4878( 321H )、4948( 304H )、153ＭＡTM です。 
 
Table 2 特性温度 

 

 
機械的性質 

オウトクンプ社の耐熱鋼は耐酸化性、耐高温腐食性に対する使用に最も効果的である一方、

オーステナイト組織や添加された合金元素により、より良い機械特性を有しています。 
 
設計値は、通常約 550℃までの温度で使用される構造上の（最小の）耐力値に基づいてい

ます。それ以上の高温に対しては、クリープ強度が適用されます。 



Table 3 室温での機械的性質(最小値) 

 
 
 

各温度領域における引張り特性 
現在のところ 353MA○R のデータはありません。 

 
Table 4a 各温度領域における耐力 RＰ0.2Ｎ/ｍｍ2(最小値) 

 

 
Table 4b 各温度領域における耐力ＲＰ1.0Ｎ/mm2(最小値) 

 

 
Table 4c 各温度領域における耐力ＲmＮ/mm2(最小値) 

 

 
 



クリープ強度 
参考として Fig.1 に 100,000 時間後に破断する相対的なクリープ強度を温度の関数として

示しました。253MA○R が基準鋼種となっております。 
 
ここで注目されることは、他の合金に比べて 4948 ( 304H ) は、クリープ強度に関して最

も有効活用されている材料であるという事です。また、１つの例として 1.4541( 321 )と同

タイプの 4878 ( 321H ) は、4948 ( 304H ) より 15-20％高いクリープ強さを持っている

という事です。 
 
鋼種と温度の関係を考慮した相対的な強度は 253MA○R が 100,000 時間後に破断される応

力値を基準として計算されています。 
 
(このタイプの図式は、4828、4833 ( 309S )や 4845 ( 310S ) などの異なった鋼種につい

てのクリープ強さを、わかりやすく比較しており、4845 ( 310S ) は 800℃での 253MA○R の

クリープ強さの半分であり、すなわち 2 倍の厚みの素材が通常は必要とされるという事を

示しております。) 

 

 
Table 5a クリープ破壊強さ Rkm,10000N/mm2(平均値) 

 
 

Fig 1.



Table 5b クリープ破壊強さ Rkm,100 000N/mm2(平均値) 
Table 5c クリープ変形強さ RA1,10 000N/mm2(平均値) 
Table 5d クリープ変形強さ RA1,100 000N/mm2(平均値) 
 

 
 
 



物理的性質 
ヨーロッパ規格 EN10095 ( 4948 に対する EN10028-7 ) に規定される物理的特性の数値

は引用に不適当な部分もありますので、下記の数値は STAHL-EISEN-Werkstoffblatt 310
または弊社独自の調査から引用されております (153MATM, 253MA○R ,353MA○R ) 。また、

もし必要であれば、他の温度領域での特性値も Outokumpu Stainless Avesta R & D より

入手できます。 
 
Table 6 物理的特性 

 
上記オーステナイト系鋼種は、フェライト系鋼種と比較し、熱膨張率が高く熱伝導率が低い

という特性を有しており、急激な温度変化によって熱応力を受けやすくなりますので、事前

の設計や施行でご考慮下さい。 
 
耐食性 
 湿食 

多くの耐熱鋼種は、高温領域における強度、耐食性において優れていることから、低温

領域における電気化学的耐腐食性には充分適しているとは言えません。それゆえに、耐

熱鋼種の成分は、濃縮された酸が形成されないように、あるいは少なくともこのような

濃縮液が排出されるような、設計や施行が望まれます。 
 
4878 ( 321H ) はチタンを含有している為、たぶん中でも一番良い耐湿食性を示すもの

と思われます。 
 

 高温腐食 
高温腐食に対する材料の抵抗の度合いは、多くの場合、酸化皮膜の形成力次第というこ

とが言えます。還元性雰囲気中で、このような皮膜が形成されない（あるいは維持され

ない）場合は、素材の耐腐食性は、その素材の合金成分によって決定されます。以下、

多くの高温腐食のタイプが言及されておりますが、工業的環境そのものが、しばしば幾

つかの活動的な化合物の混合体を含むことから、材料の選択は、概して妥協も必要な事

だと言えるのです。 
 



 酸化 
素材が高温領域で酸化環境にあるとき、幾分かの酸化皮膜がその表面に形成されていま

す。酸化作用は、たとえ酸化がめったに高温腐食の主な原因にならないにしても、酸化

皮膜の特性がその環境における悪影響を及ぼす要因に対する抵抗力を決定することか

ら、重要な事と言えます。酸化物の成長速度は、上昇する温度に伴い、その酸化速度が

耐えられなくなる程速くなるか、あるいは酸化物そのものが割れや剥がれを起こす、す

なわち厚い酸化物が層をなす温度領域に達するまで増加します。 
 
弊社材料におけるスケール化する温度領域は Table 2.には出ておりませんが、そのかわ

りに実験または経験により、乾燥雰囲気における推奨最高温度が示されています。Table 
2.によると、353MA○R ,4841 ( 314 ) は最も良い耐酸化性を示し、4845 ( 310S )、253MA○R

がそれらに準じております。Fig.2 もご参照下さい。 
 
Fig. 2  

 
 

耐酸化性に対して最も有効な合金元素は、クロム、シリコンとアルミニウムです。また、

いわゆる活性元素、たとえばイットリウム、ハフニウムや希土類金属、たとえばセリウム、

ランタンなどの微量な添加により効果が増します。これらは酸化物の成長に影響を与え、

そのために形成された皮膜がより薄く、強く、密着性のあるものとなります。 
 
モリブデンは、室温またはやや高温での耐腐食性に効果がありますが、750℃を越える温

度では破滅的な酸化をともなってしまいます。 
 
これら活性元素の効果は、特に温度変化のある状態、つまりスケールの発生を増加させ得

る、金属の熱膨張や収縮、及び粒界に発生する応力などの存在する状態において、好まし

いものとなります。これは、弊社のは MA 合金の比較的高い耐酸化性を明白なものとして

います。 

Fig 2.



 
また空気中の水蒸気の存在は、耐酸化性を減じ、最高の使用温度は 100℃までとなり、よ

り悪い環境においては、最高の使用温度はさらに下げざるを得ません。 
 
硫化物からの侵食 

多くの硫黄混合物は、しばしば排煙やその他工程からのガス状燃焼生成物に存在します。

概して、それらは接触する他の成分に対し、非常に有害なものとなります。 
 
硫化物は、たとえ熱力学上の観点から酸化物だけが形成されるような状態においてさえも、

その運動効果により、形成され成長する事が出来ます。存在している酸化皮膜において、

侵食は孔隙や割れの部分から進行していきます。その為、その素材自身が、薄くて強く密

着性のある酸化皮膜を形成することが出来るという事が大切な事となります。つまり、高

いクロム含有と、なるべくならシリコン、アルミニウム、あるいは他の活性元素の含有を

必要とするのです。 
 
いわゆる還元雰囲気においては、その材料のクロム含有量が充分であれば( 25％以上 )、
そのガスの酸化力は、酸化保護膜をつくるのに充分と言えます。もしそうでない場合、低

融点硫化ニッケルが代わりに生成されます。そのような環境においては、ニッケルの入っ

ていない、あるいはニッケルの含有量の低い材料が選択されるべきです。 
 
炭素と窒素のピックアップ 

僅かな量において、炭素や窒素のピックアップは、材料のある特性を変えることが出来ま

す。それ故に、表面硬さ、耐磨耗性、耐疲労性などの特性を向上させる場合に、技術的な

活用がなされています。 
 

しかしながら、炭素量や窒素量の過度なピックアップは、逆に材料へ悪影響を及ぼします。

そして、生成された炭化物や窒化物が、脆性を引き起こすという事実に加え、それらは一

般的に素材そのものよりも高いクロムを含有します。従って、それに伴って起こる隣接し

た金属のクロムの消耗は、耐酸化性を減じる結果となるのです。 
 

こういった腐食に対する最も良い保護は、高密度の酸化皮膜であり、クロムやシリコンの

ような強い酸化物を作る元素は、有益な合金元素だと言う事が出来ます。 
 
アルミニウムは、炭素に関しては好ましいものなのですが、アルミニウムの高い窒素親和

性は、強い窒化状態のもとでは酸化アルミニウムの保護効果を著しく落としてしまいます。 
 
しかし、ある用途において、高い炭素や窒素の活動は、少ない含有酸素と結び付けられ、

それによって酸化保護膜は形成されなくなります。そのような状態のもとでは、その材料

の主成分は、耐ピックアップ性を決定することとなります。このケースにおける最も有効



な元素はニッケルであり、シリコンもまた疑いのない効果を発揮します。 
 
また、高い炭素活性、低い酸素活性、適度に高い温度を伴う用途においては、黒鉛、金属、

酸化物は、強い浸炭作用によって粒状化するようなひどい金属破壊を生じることとなりま

す。 
 
また、炭素のピックアップの危険性は、材料が浸炭、酸化の雰囲気に交互に晒されること

により増加します。この事は、熱処理された材料の上に油分の残留物がある場合、浸炭炉

や熱処理炉内で、あるいは石油化学工業における装置から石油性コークスを除去する際に

生じます。実験室のテストにおいては、353MA○R  において良い結果が得られています。さ

らに、窒素のピックアップの危険性は、酸素の入っていない、分解アンモニアを含む、あ

るいは他の酸化窒素/水素の混合ガスの雰囲気で、かつ高温で操業される炉内で、特に高く

なります。 
 
ハロゲン 

ハロゲンあるいはハロゲン化水素を含んでいるガスは、高温領域では殆んどの金属材料に

対して、非常に悪い影響を与えます。 
 
アルミニウムや特にニッケルは、ハロゲンを含む殆んどのガスにおける耐食性を増加させ、

一方クロムやモリブデンは、ガス成分によっては、良くも悪くも働くという事が言えます。 
 

溶融塩 
ある工業プロセスにおいて、溶融塩は慎重に使用されています。これらは酸化皮膜を簡単

に溶かし、それゆえに非常に悪い影響を与える事となります。しかし、作業環境がよくわ

かっており、それが比較的一定に保持されるものであれば、的確なプロセスコントロール

と最適な材料選択（ニッケル含有の高い材料がしばしば好まれます）により、ある程度ま

で腐食を抑える事が出来ます。 
 
しかし、望ましくない溶融塩の害も起こり得るわけで、最も大切な事は、これらはいろい

ろな燃焼の結果生じる付着物により生じることがあり、材料の選択だけで解決することは

難しいということです。そのかわりに、その調整は、操業状態や工程のメンテナンスによ

りなされるべきだと思われます。 
 
侵食 

摩食は非常に複雑な現象で、構造材料だけの問題でなく、硬さ、温度、粒子速度、粒子衝

突の角度など、侵食する粒子の特性も重要な要因となります。耐摩食性に対しては、一般

的には密着性、強さ、延性のある酸化皮膜が望まれ、加えて迅速に繰り返される自然修復

性が求められます。実験室のテストでは、353ＭＡ○R  が他の高合金よりも良い結果を示し

ています。Fig.3 を御覧下さい。その理由は、おそらく希土類金属 ( REM ) の添加により



酸化皮膜の機能がが改善された事に拠るものと思われます。 
 

 

製作加工 
熱間及び冷間加工 

熱間加工は、Table 2 の通り、850-1150℃ の範囲で行なわれるべきです。 
 
他のオーステナイト系鋼種のように、耐熱鋼も冷間加工は可能です。しかし、比較的高

い窒素含有量の結果、機械的強度は高くなり、そのため強い変形応力が必要とされます。 
 
機械加工 

オーステナイト系鋼種の比較的高い硬さと加工硬化については、機械加工の際には考慮

に入れられなければなりません。機械加工に関する詳細なデータに関しては、ご希望に

より ” Machining guidelines for･･･ ” シリーズのパンフレットを差し上げております。

また、4828, 4833 以外は別途鋼種ごとのパンフレットを用意しておりますが、4845 の
ガイドラインは最も扱いやすいものと思います。 

 
溶接 

各鋼種とも溶接性は良く、あるいは非常に良く、次の溶接方法が用いられます。 
・ 被覆アーク溶接棒による被覆アーク溶接 ( SMA ) 
・ ガスシールドアーク溶接 

GTA（ TIG ）、プラズマアーク、GMA ( MIG ) 
アルゴンガスがシールド材として使われます。 

・ サブマージドアーク溶接 ( SA ) 
 

母材と同等の強度や耐食性を溶接材に求めるためには、同じ化学成分の溶加棒が使用さ

れるべきです。しかし、幾つかのケースにおいては、異なった化学成分の溶接材料が溶

接性または構造安定性を改善する事もあります。 

Fig 3.



 
また、ガスシールドアーク溶接は、溶着部にとって最も良いクリープ特性結果をもたら

します。 
 
これらの材料を溶接するための詳細は、AveataWelding AB 社より得る事が出来ます。

また、さらに詳しい資料は、” How to weld 253MA○R  ” と ” How to weld 353 MA○R  ”を御

覧下さい。 
 

熱処理 
熱間、冷間加工後、あるいは溶接後の熱処理は、一般的に必要とされません。なぜなら、

材料は加工後、高温に晒されることになるからです。しかし、もしそれが充分で無いと

お考えの場合には、最も良い選択は固溶化処理で、二番目の選択は応力除去熱処理とい

う事が言えます。Table 2 にはそれぞれの処理に適する温度領域が示されております。 
また、材料を使用中に脆化させてしまう成分には、材料の伸ばしや補修溶接などの保全

作業がなされる前の、“若返り” 固溶化処理が効果的です。 


