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1．緒言

現在，日本の火力発電プラントの多くは 10万時間以上
運転された経年プラントであり，中には設計寿命である
30�40年を超えたものもある。このようなプラントでは，
構造部材の部分的な交換によって，寿命延長措置がなされ
ている。これは，プラントの新設よりも部分的な交換の方
が経済的に優れているからである。プラント用構造部材の
最適交換時期を知るために，的確な寿命評価法が必要であ
る。特に主要構造部材であるフェライト系耐熱鋼において
は，その寿命評価技術の確立に向けた研究が盛んに行われ
ている 1–3)。耐熱材料の寿命を評価するためには，その材
料のクリープ変形挙動を推定する必要がある。クリープ変
形挙動の推定には，クリープ曲線の定式化が有効であり，
これまでクリープ曲線を記述するためのクリープ構成式が
多く提案されている 4,5)。しかしながら，これらのクリー
プ構成式はクリープ曲線の形状を規定する多くの係数を含
んでおり，その取り扱いが複雑であるものが多い。
近年，加速クリープ域において，ひずみ速度の対数とひ

ずみとの間に線形関係があることが明らかになった 6)。こ
の線形関係を用いたクリープ曲線の解析法をW法 7)と呼
ぶ。W法では，線形関係における傾きWと初期ひずみ速
度 ė 0を用いてクリープ曲線を記述する。また，W値と ė 0

を用いて，寿命を予測することが可能である。W法による

クリープ曲線の表現の妥当性と寿命予測の精度については
いくつかの研究結果が報告されており，特に 2.25Cr–1Mo

鋼などの低合金鋼 8)やMod.9Cr–1Mo鋼 9)についてW法の有
効性が確認されている。しかしながら，W法による寿命評
価を実用するためには，より多くの耐熱鋼におけるW法
解析結果の蓄積が必要である。また，様々な鋼種における
W法の解析結果を統一的に評価するためには，W法に用い
られる係数の材料学的意味を把握することが重要である。
特にW値は，クリープ変形の後期におけるひずみ速度の
加速度的因子であるため，その値はクリープ変形を律速す
る機構やクリープ変形中の組織変化に依存したものにな
る。このW値の特性を理解することによって，W法を単
なるクリープ曲線の表現法としてだけでなく，クリープ変
形機構やクリープ強化機構を推定する手段として用いるこ
とができる。本研究では，材料の組織やその組織に起因す
るクリープ強化機構がW法の係数へ及ぼす影響を調べる
ことを目的に，析出物などの内部組織を変化させた4種類
の9Crフェライト系耐熱鋼において，W法によるクリープ
曲線解析を行った。また，W値の応力依存性に注目して，
その材料学的意味について検討を行った。
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Synopsis : W method is effective for an assessment of creep life time. In this study, creep curves of 9Cr ferritic heat-resistant steels were analyzed by the

W method. Samples were four types of 9Cr steel, which were fundamental 9Cr steel, solid solution hardened steel containing W, precipitation

hardened steel with MX and precipitation hardened steel with MX and Laves phase. The comparison between rupture time in creep tests and

creep life time assessed by the W method indicated that the life assessment of the W method was sufficiently effective in the 9Cr steels. In ad-

dition, we investigated the dependence of W value on stress applied in creep test. In the case of the precipitation hardened steels, 

W value had the strong dependence on stress. This dependence indicated that W value has relevance to creep deformation mechanism.
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2．実験方法

2 · 1 試料とクリープ試験

本研究では4種類の9Crフェライト鋼のクリープ曲線を，
W法を用いて解析した。各試料の化学組成と焼ならし・焼
戻し処理条件をTable 1に示す。本研究では，4種類の試料
について，Table 1に示したようにそれぞれA鋼，B鋼，C

鋼およびD鋼として表記する。A鋼とB鋼は，CとNをほ
とんど含んでおらず，組織中に炭窒化物の析出は起こらな
い。一方，C鋼ではM23C6やMX型析出物が，D鋼ではそ
れに加えてLaves相が析出している。また，B鋼とD鋼は
それぞれA鋼とC鋼に3 wt%のWが添加されており，Wに
よる固溶強化が図られている。また，Table 1に示したよう
に，試料によって熱処理条件が異なるのは，初期組織にお
ける鋼種ごとの硬さの差異を極力無くすためである。
各鋼のクリープデータの収集は，社団法人日本鉄鋼協会

材料の組織と特性部会耐熱鋼・耐熱合金の高強度化研究会
の研究の一環として行われた 10)。クリープ試験温度は
600°C，650°Cおよび 700°Cであり，負荷応力は 35 MPaか
ら250 MPaである。
2 · 2 W法によるクリープ曲線解析

W法では，加速クリープ域におけるひずみ速度の対数と
ひずみの間の線形関係を用いて，クリープ曲線を次式で示
す。

lnė �lnė 0�We ����������������������������������������������������( 1 )

式 ( 1 )で，Wは傾きであり，ė 0はひずみが0の時の初期ひ
ずみ速度である。式 ( 1 )を積分し変形すると，破断時間 tr

は次式で示される。

���������������������������������������������������������( 2 )

式 ( 2 )に示したように，trはW値と ė 0の 2つの係数のみで
求めることができる。そのため，W値と ė 0をクリープ曲

線から正確に算出することがW法による寿命評価精度の
向上に対して重要である。

W値と ė 0はひずみ速度の対数とひずみの関係を用いて
算出される。そのため一般的には，クリープ試験から得ら
れる時間とひずみの関係をひずみとひずみ速度の関係に変
換し，W値と ė 0を算出する。クリープ変形は引張変形な
どに比べてひずみ速度が非常に小さく，クリープ実験結果
の微分値として求めたひずみ速度は実験誤差が大きい。そ
のため，ひずみ–ひずみ速度曲線ではなく時間–ひずみ曲
線からW値とを算出することができれば，より正確な値
を算出できると考えられる。本研究では，時間とひずみの
関係のまま各係数を求める方法を新たに提案する。さらに
ひずみとひずみ速度の関係から求めた係数と時間とひずみ
の関係から求めた係数を比較し，クリープ曲線をより正確
に表現できる係数の算出方法について考察する。
本研究では，ひずみとひずみ速度の関係から係数を算出

する方法をW-1解析と呼称する。W-1解析ではまずひずみ
と時間の関数を時間で微分することによってひずみ速度を
算出する。実際のクリープ試験では，ある測定間隔で試験
開始からの経過時間とひずみを計測する。クリープ試験は
ひずみ速度が非常に小さいため，測定間隔によっては測定
間のひずみ速度が0となる。そのため，できる限り滑らか
なひずみ–ひずみ速度曲線を得るために，ひずみ速度の算
出は適当な測定間隔ごとに行った。得られたひずみとひず
み速度の対数の関係における加速クリープ域を最小二乗法
によって直線近似し，W値と ė 0を求めた。
本研究では，時間とひずみの関係から係数を算出する方

法をW-2解析と呼称し，その算出方法を以下に述べる。
式 ( 1 )を変形すると次式が得られる。

ė �ė 0 exp (We)����������������������������������������������������( 3 )

この式を積分するとひずみと時間の関係は

tr ≅
1

0Ωε̇
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Table 1. Chemical compositions and heat treatments.



�����������������������������( 4 )

で表される。ここで，e0は tが 0の時の瞬間ひずみである
が，実際のクリ－プ曲線には遷移クリ－プ域が存在するた
め，この遷移クリ－プひずみも e0に含まれることにする。
式 ( 4 )にクリープ試験から得られる実測の時間とひずみを
代入してW値，e0および ė 0が得られると合理的であるが，
式 ( 4 )のひずみは時間に対して線形ではない。式 ( 4 )は次
式のような時間の一次関数に変形することができる。

exp(�We)�exp(�We0)�We0t ��������������������������������( 5 )

ここで，Wにある適当な値を代入すると各時間における
exp(�We)を求めることができる。この値と時間を最小二
乗法により解析すれば係数Wė 0と exp(�We0)を求めること
ができ，e0と ė 0を算出することができる。実際にはW値
に1から300まで整数を代入し，各W値における e0と ė 0を

算出した。代入したW値，算出した e0と ė 0を再び式 ( 5 )

に代入すれば，式 ( 5 )は時間とひずみの関数式となる。し
たがって，その関数式と実測の時間–ひずみ曲線の間の残
差平方和平均を用いてそれらの類似性を評価すれば，実測
の時間–ひずみ曲線をもっとも正確に表現できる関数式が
導出できる。Fig. 1にC鋼における700°C, 40 MPaのクリー
プ曲線に対して，式 ( 5 )に代入したW値と残差平方和平均
の関係を示す。残差平方和平均の値はあるW値で最小と
なる。このときに実測のクリープ曲線とW法による予測
クリープ曲線の間の差がもっとも小さいことになる。そこ
で，実測のクリープ曲線との残差平方和の平均値において
最小値を与えるW値，そのW値と式 ( 5 )を用いて算出さ
れる e0および ė 0を最適な値として採用した。

3．結果と考察

3 · 1 W法による解析結果
Table 2にC鋼のクリープ試験結果と，それぞれのクリー
プ試験条件において算出された各係数を示す。クリープ試
験時間が長く試験中の測定数が多い場合，W-1解析とW-2

解析の各算出方法によって計算された係数に大きな違いは
見られない。一方，試験中の測定数が少ないとき，特に測
定数が200点以下の場合，各係数の値は算出方法によって
異なることがわかる。Fig. 2にC鋼の 650°C, 100 MPaにお
ける (a)時間 –ひずみ曲線と (b)ひずみ –ひずみ速度曲線を
示す。またW-1解析とW-2解析で計算された係数を用いて
再現したクリープ曲線をそれぞれ破線と実線で併せて示
す。W-1解析による係数から再現された時間–ひずみ曲線
はクリープ後期において実測の曲線から大きくずれてお
り，正確に曲線を再現できていない。一方，W-2解析の場

ε
ε ε

�
� �

1 1

0 0Ω Ω Ω
ln

exp( ) ˙ t
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Table 2. Rupture time and parameters of W method estimated from creep curve.

Fig. 1. Change of residual sum of squares between strain
measured in creep test and one estimated by Eq.
(5).



合，再現された曲線は実測値と良く一致しており，W-2解
析によって算出された係数がW-1解析で得られた係数より
も正確であることがわかる。W-1解析でのクリープ曲線再
現精度の低下は，Fig. 2(b)に示したように，ひずみと時間
の関係をひずみとひずみ速度の関係に変換する際の，測定
数の少なさに起因するひずみ速度のばらつきによるもので
ある。そのため，測定数が多くなると両算出方法での結果
に差がなくなったものと考えられる。一方，Fig. 2(a)に示
したように，時間–ひずみ曲線は，測定数が少ない場合で
もばらつきが少ない。そのため，W-2解析では，測定数に
依らず正確な曲線が再現できたと考えられる。このように，
W-2解析ではW-1解析よりも正確にクリープ曲線を表現す
る係数を算出できることが示された。そこで，本研究では，
各鋼のクリープ寿命評価と各係数の材料学的意味に関する
考察を行う際に，W-2解析により算出した係数の値を用い
た。

W法による予測寿命とクリープ試験から実測された破断
時間の比較をFig. 3に示す。Fig. 3中には予測寿命と破断時
間が一致する直線を示した。鋼種やクリープ試験条件の違
いに依らず，ほとんどの点が直線付近にあることから，W
法を用いてクリープ寿命を精度良く評価することができる
ことがわかる。このことから，9Crフェライト系耐熱鋼に
対するW法を用いた寿命評価の有効性が示された。
3 · 2 各係数への固溶強化および析出強化の影響

Fig. 4に各鋼種の 700°Cでのクリープ試験から得られた
破断時間と応力の関係を示す。A鋼とB鋼については，B

鋼にWが添加されている以外の化学組成の変化はなく，

初期組織はともにマルテンサイト組織である 10)。したがっ
て，Fig. 4に見られるA鋼とB鋼のクリープ強度の違いは
Wによる固溶強化によるものである。また，C鋼とD鋼は
A鋼とB鋼に比べクリープ強度が高い。C鋼とD鋼は，組
織中にM23C6やMXなどの析出物を含んでいる 9)。した
がって，C鋼とD鋼がA鋼とB鋼に比べクリープ強度が高
いのは，析出強化によるものである。また，C鋼とD鋼の
クリープ強度の違いはD鋼にWが添加されていることに
よるもので，D鋼では析出強化に加えて固溶強化が同時に
クリープ強度に寄与している。Fig. 5に各鋼の 700°C，
40�60 MPaにおけるクリープ曲線から算出された ė0とW
値の最小ひずみ速度 ė minとの関係について示す。ė0は ė min

と良い相関を示しており，ė minが小さいほど ė0も小さくな
る。ė0は，加速クリープ域に見られるひずみ速度の対数と
ひずみの直線関係を外挿して算出される。したがって，ė 0

はW値と加速クリープ域におけるひずみ速度の値に依存
する。加速クリープ域におけるひずみ速度には，定常ク
リープ域における ė minが関与するため，ė minも ė 0に対して
間接的に影響を及ぼすことになる。Fig. 5(b)に示したよう
に，各鋼のW値には違いがあった。それにもかかわらず
ė 0は ė minと良い相関を示しており，ė 0はW値よりも ė minに
強い依存性を示す値であることがわかった。そのため，ė 0
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Fig. 3. Comparison between rupture time and creep life
assessed by W method.

Fig. 4. Relationship between rupture time and stress in
creep tests at 700°C.

Fig. 2. Comparison of creep curves between one measured
in creep test and one estimated by W method.



は固溶強化または析出強化された鋼において低下したもの
と推察される。一方，W値についてA鋼とB鋼またはC鋼
とD鋼の間で変化はほとんどなく，Wによる固溶強化はW
値に影響を及ぼしていない。析出物を含むC鋼とD鋼でA

鋼とB鋼に比べW値が上昇しており，析出強化の場合は固
溶強化とは異なりW値に影響を及ぼしている。W値はク
リープ変形後半のひずみ速度の加速度的因子である。した
がって，クリープ強化によってW値に何らかの変化が起
こることは合理的である。しかしながら，析出強化された
鋼でW値が上昇するのは，クリープ強度の高い鋼のほう
がひずみ速度の増加が起こりやすいことになるため，一見
矛盾する。この現象の理解にはW値の材料学的意味につ
いての定性的理解が必要である。

Wの固溶がW値に影響を及ぼさない理由として，Laves

相の析出による母相中のWの固溶量の低下によって固溶
強化が失われた可能性が考えられる。抽出残渣法による
W析出量の測定結果から，D鋼においてクリープ試験前の
W析出量は 0.34 wt%，700°C, 60 MPaのクリープ試験後に
おけるW析出量は 1.71 wt%であった 10)。したがって，ク
リープ変形後であっても1 wt%程度のW固溶量があること
が分かっている。1 wt%のW固溶量であっても，転位は溶
質雰囲気との相互作用を起こすと考えられる 11)。したがっ
て，クリープ破断まで固溶強化はクリープ強度に寄与して
いると考えるのが妥当であり，Wの固溶量とW値の関係
についてはさらなる検討が必要である。
3 · 3 W値の応力依存性

Fig. 6にC鋼とD鋼におけるW値の応力依存性について
示す。クリープ試験条件が低温・高応力の場合，W値は応
力の増加とともに減少するのに対して，クリープ試験条件
が高温・低応力の場合には，W値は応力の上昇とともに増
加している。これらの傾向は，W値が組織やクリープ変形
機構に強く依存したものであることを示しており，その依
存性を理解するためにはW値の持つ材料学的な意味を知

る必要がある。
一般に，定荷重引張クリープ変形における最小ひずみ速

度は以下のように負荷応力sのべき乗で記述されることが
多い。

ė�As n�As0
n exp(ne) �������������������������������������������( 6 )

ここで，Aと nは応力に依存しない定数であり，nは応力
指数である。また，sは真応力である。式 ( 6 )を変形する
ことによって，次式を得ることができる。

lnė�ln(As0
n)�ne ������������������������������������������������( 7 )

式 ( 1 )と式 ( 7 )より，次式で示すようにW値はn値に等し
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Fig. 5. Relationship between minimum creep rate and parameters of W method, (a) initial creep rate and (b) W .

Fig. 6. Dependence of W on stress applied in creep tests.

Table 3. Relation between n and W at 700°C.



くなることがわかる。

��������������������������������������������������( 8 )

Table 3に各試料の700°Cクリープ試験における最小ひずみ
速度と負荷応力の関係から算出したn値とW値の比較を示
す。A鋼とB鋼では式 ( 8 )で示したように，n値とW値は
近い値であることがわかる。一方，C鋼とD鋼ではn値と
W値は大きく異なっている。C鋼とD鋼では，組織中の析
出物がクリープ変形中の変形抵抗として働く。そのため，
実際にクリープ変形に寄与する応力は，負荷したものから
変形抵抗分を差し引いたものとして考える必要がある。こ
の変形抵抗をしきい応力s thとして，式 ( 6 )は

ė�A(s �s th)
n�A(s0 exp e�s th)n�����������������������������( 9 )

で表される。式 ( 1 )と式 ( 9 )から，n値とW値の関係は

�������������������������������������(10)

となる。式中の偏微分項はクリープ変形中のしきい応力の
変化を示す。本鋼種におけるしきい応力は主にラス組織内
に微細分散するMX型析出物によるものであると考えられ
る。MX型析出物は高温安定性に優れ，クリープ変形中に
おける成長速度はM23C6などに比べて非常に小さい 12)。し
たがって，偏微分項は，実質的には0と近似することがで
き，式 (10)は次式で表される。

��������������������������������������������������(11)

式 (11)において右辺の n以外の項は 1よりも大きい。その
ため，析出物を含むC鋼とD鋼では，W値はn値よりも大
きな値を示したと考えられる。また，n値が一定であれば，
W値は応力の低下に伴って徐々に増加し，負荷応力としき
い応力が等しいときにW値は無限大に発散する。これは，
C鋼とD鋼について低温・高応力域でみられたW値の応力
依存性と良く一致する。
一方，高温・低応力域では，W値は応力の低下とともに
小さくなる。n値が本研究におけるクリープ試験条件の範
囲で一定であると仮定した場合，高温・低応力域でのW
値の応力依存性を式 (11)では説明できない。したがって，
高温・低応力域と低温・高応力域でのW値の応力依存性
の違いは，n値の変化によるものであると推察される。

n値はクリープ変形を律速する変形機構に依存した値で
あり，n値の変化はクリープ変形機構の変化に対応するこ
とが知られている 13)。一般に，高温・低応力域でのクリー
プ変形におけるn値は低温・高応力域における値より小さ
くなる。Fig. 7にC鋼における最小ひずみ速度の応力依存

性について示す。クリープ試験温度 600°Cと 700°Cでは，
最小ひずみ速度は応力の n乗で表すことができ，n値はそ
れぞれ12と5であった。Cr–Mo鋼においてこれまで報告さ
れている n値 13–15)と照らし合わせると，600°Cでは転位の
すべり運動が，700°Cでは転位の上昇運動がクリープ変形
を律速していると考えられる。一方，クリープ試験温度
650°Cでは，n値は応力の低下に伴い低下している。また，
このn値が変化する応力域は，W値が応力の低下に伴って
小さくなる領域に対応する。このような応力域では式 (11)

における nとs thの値が変化することになる。転位がすべ
り運動する場合，転位は粒内の析出物の間を張り出すこと
により通過する。一方，転位が上昇運動する場合，転位は
析出物を乗り越えて通過することができる。そのため，転
位が上昇運動する場合では，s thは非常に小さくなる。し
たがって，650°Cのクリープ試験では応力の低下に伴って
nとs thの値が双方とも小さくなり，W値も減少したもの
と考えられる。このように，W値の応力に対する変化はク
リープ変形機構と密接に関係している。つまり，応力の低
下に対するW値の急激な増加は，負荷応力がしきい応力
に近づいたことを示しており，応力の低下に対するW値
の急激な減少は異なるクリープ変形機構に遷移したことを
示唆している。このように，クリープ曲線をW法によっ
て解析をすることで，クリープ変形機構の変化を詳細に把
握することができると考えられる。

4．結言

9Crフェライト系耐熱鋼のクリープ試験結果についてW
法を用いて解析し，その有効性について評価した。また，
算出されたとW値に対する各クリープ強化機構の影響に
ついて調査した。本研究にて得られた結果について以下に
まとめる。

( 1 ) ひずみとひずみ速度の関係からW法における各係
数を算出する従来の方法と本研究で提唱したひずみと時間
の関係を用いて算出する方法を比較した結果，ひずみと時
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Fig. 7. Dependence of minimum creep rate on stress in
steel C.



間の関係を用いることで，より高精度にクリープ曲線を予
測することができた。この精度の差は，クリープ試験中の
測定点が少ないほど顕著となり，ひずみと時間の関係をひ
ずみとひずみ速度の関係に変換する際の誤差が，W法によ
るクリープ曲線予測の精度に影響をおよぼしたものと考え
られる。

( 2 ) 9Crフェライト系耐熱鋼におけるW法解析の結果，
W法によって予測されるクリープ曲線とクリープ試験から
得られたクリープ曲線は非常に良い一致を示した。また，
寿命評価の正確性も十分であった。このことから9Crフェ
ライト系耐熱鋼においてW法は有用なクリープ曲線解析
法であることが示された。

( 3 ) ė 0は ė minに強い依存性を示す値であることがわ
かった。したがって，固溶強化や析出強化によって，ク
リープ強度が向上した場合，ė 0は低下した。一方，W値は
析出強化された鋼では上昇するが，固溶強化の影響はほと
んど見られなかった。

( 4 ) W法におけるクリープ曲線構成式とべき乗則ク
リープ域におけるひずみ速度の式から，W値はn値と一致
することが示された。一方，組織中に析出物が存在する場
合，析出物が生み出すしきい応力によって，クリープ変形
に寄与する実際の応力が減少するため，W値はn値より大
きな値となることがわかった。

( 5 ) C鋼とD鋼におけるW値の応力依存性を検討した
結果，ある応力を境にその依存性の傾向が変化することが

明らかになった。この現象は，クリープ変形機構の遷移と
対応するものであった。
本研究は社団法人日本鉄鋼協会　材料の組織と特性部会

耐熱鋼・耐熱合金の高強度化研究会において行われたク
リープ試験の結果を用いて解析を行ったものである。ここ
に特記して深甚な感謝の意を表する。
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