
JP 5552967 B2 2014.7.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０２～０．０５％、Ｓｉ：０．３％以下、Ｍｎ：０．５～３％、Ｐ
：０．０１５％以下、Ｓ：０．００５％以下、Ｎｉ：０．５～５％、Ａｌ：０．０１～０
．０８％、Ｎ：０．００７％以下、Ｂ：０．０００３～０．００３％を含有し、残部Ｆｅ
および不可避的不純物からなり、
　板厚が７５ｍｍ以上であり、
　母材強度がＴＳ≧７２０ＭＰａ、ＹＰ≧６３０ＭＰａ、ｖＥ－６０≧１２０Ｊを満たし
、溶接ボンド部がｖＥ－６０≧７０Ｊを満たすことを特徴とする溶接部の低温靭性に優れ
る厚肉高張力鋼板。
【請求項２】
　鋼組成として、さらに、質量％で、Ｃｕ：０．５％以下、Ｍｏ：１％以下、Ｃｒ：３％
以下、Ｖ：０．２％以下、Ｎｂ：０．１％以下の中から選ばれる少なくとも１種または２
種以上を含有することを特徴とする請求項１記載の溶接部の低温靭性に優れる厚肉高張力
鋼板。
【請求項３】
　鋼組成として、さらに、質量％で、Ｃａ：０．０００５～０．００３％、ＲＥＭ：０．
０００３～０．００３％の中から選ばれる少なくとも１種または２種を含有することを特
徴とする請求項１または２に記載の溶接部の低温靭性に優れる厚肉高張力鋼板。
【請求項４】
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　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の厚肉高張力鋼板の製造方法であって、
　鋼素材に対して、Ａｃ３点～１１５０℃の温度域にて熱間圧延を開始し、累積圧下率が
５０％以上となるように熱間圧延を行い所定の板厚とした後、Ａｒ３点以上の温度から、
板厚中心部が３５０℃以下になるまで急冷し、その後、焼戻すことを特徴とする溶接部の
低温靭性に優れる厚肉高張力鋼板の製造方法。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の厚肉高張力鋼板の製造方法であって、
　鋼素材に対して、Ａｃ３点～１１５０℃の温度域にて熱間圧延を開始し、累積圧下率が
５０％以上となるように熱間圧延を行い所定の板厚とした後、放冷し、Ａｃ３点～１００
０℃に再加熱を行い、板厚中心部が３５０℃以下になるまで急冷し、その後、焼戻すこと
を特徴とする溶接部の低温靭性に優れる厚肉高張力鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大型鋼構造物に用いて好適な降伏強度が６３０ＭＰａ以上、板厚が７５ｍｍ
以上の厚肉高張力鋼板およびその製造方法に関し、特に多層溶接部の低温靭性に優れるも
のに関する。
【背景技術】
【０００２】
　海洋構造物やペンストックなど大型鋼構造物には板厚が７５ｍｍ～２００ｍｍ程度とな
る厚肉材が用いられるが、使用環境が苛酷となり経済性も重視される傾向のため、母材の
強度、靭性や溶接性、溶接部靭性など諸特性に対する要求水準が次第に高度化されている
。
【０００３】
　厚肉材では、板厚方向に均一な特性を確保することが難しく、特に高強度とするため焼
入れ焼戻し処理を施す場合、冷却速度が低下する板厚中心部での母材性能の確保が課題と
なる。
【０００４】
　特許文献１は海洋構造物用鋼およびペンストック向け厚鋼板に適した７８０ＭＰａ級高
張力鋼板の製造方法に関し、高強度と溶接部での低温靭性を両立させるため、Ｎｂ、Ｔｉ
を無添加とし、Ｂの焼入れ性向上効果を活用する技術思想により設計された成分組成の鋼
を適正な圧延条件で圧延し、所定時間経過後、焼入れし、焼戻すことが記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、その実施例に、板厚が１００および１５０ｍｍで海洋構造物用鋼とし
て適した引張強度８０ｋｇｆ／ｍｍ２以上の極厚調質高張力鋼板の製造方法に関し、Ｂを
有効活用する熱処理法により、高価な合金元素の含有量を減らした成分組成で板厚中心部
で優れた低温靭性を達成することが記載されている。
【０００６】
　一方、厚肉材を用いた大型構造物の溶接部では多層溶接が施されるため、複雑な熱サイ
クルを受ける溶接熱影響部の靭性確保が課題となる。
【０００７】
　特許文献３は主に海洋構造物に用いられる最大板厚が７６．２ｍｍ（３インチ）の、溶
接熱影響部のＣＴＯＤ特性に優れた５００～５５０ＭＰａ級の降伏強度を有する厚鋼板に
関し、海洋構造物を軽量化するため降伏強度を高くした鋼板において、溶融線近傍のＨＡ
Ｚ組織をＴｉオキサイドにより制御して切欠き位置を溶融線とした場合で－１０℃で０．
２ｍｍのＣＴＯＤを得ることが記載されている。
【０００８】
　特許文献４は、板厚２５．４ｍｍ（１インチ）以上で引張り強さが７００ＭＰａ以上で
海洋構造物などに好適な、ＣＴＯＤ特性に優れた高強度厚鋼板及びその製造方法に関し、
低Ｃ、低Ｓｉ化した成分組成とすることにより溶接熱影響部の島状マルテンサイト（ＭＡ
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：ｍａｒｔｅｎｓｉｔｅ－ａｕｓｔｅｎｉｔｅ　ｃｏｎｓｔｉｔｕｅｎｔ）の生成を抑制
し、Ｃｕを０．７０～１．７５％添加して時効析出することにより母材強度を確保するこ
とが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００９－２７０１９４号公報
【特許文献２】特開平１－２１９１２１号公報
【特許文献３】特開２００２－３３２５３６号公報
【特許文献４】特開２００１－３３５８８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　近年、石油掘削現場が氷海域にまで拡大され海洋構造物用鋼の溶接熱影響部の低温靭性
に対する重要性が増大しつつある。
【００１１】
　従来、多層溶接による厚肉材の溶接熱影響部では、特許文献３、４のように微小な局所
脆化域であるボンド部やボンド部が２相域に再加熱されて靭性が更に低下する領域に支配
されるＣＴＯＤ特性の向上が課題で、多層溶接の再熱効果の恩恵を受けるシャルピー衝撃
特性による低温靭性が問題とされることは少なかった。
【００１２】
　そのため、シャルピー衝撃試験で評価される低温靭性を向上させる母材成分組成やその
製造方法に関する知見は少ない。
【００１３】
　なお、特許文献３記載の鋼はＴｉオキサイド鋼であり、特許文献４に開示されている高
強度鋼は時効処理によるＣｕの析出により強度を高めるために多量のＣｕを含有するもの
であり、いずれも製造性に劣る特殊な成分組成である。
【００１４】
　そこで、本発明は、多層溶接部の低温靭性に優れる降伏強度が６３０ＭＰａ以上、板厚
が７５ｍｍ以上の厚肉高張力鋼板およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者等は、母材成分組成が溶接熱影響部における島状マルテンサイトの性状と靭性
に及ぼす影響について鋭意検討し、母材中に含まれるＣ量を低減することで、１．島状マ
ルテンサイトの生成量を低下させ、２．島状マルテンサイトとマトリックスの間の硬度差
を小さくし、破壊起点になりにくくすることにより溶接熱影響部の靭性を向上させること
が可能であることを見出した。本発明は得られた知見を基に更に検討を加えてなされたも
ので、すなわち本発明は、
　１．質量％で、Ｃ：０．０２～０．０５％、Ｓｉ：０．３％以下、Ｍｎ：０．５～３％
、Ｐ：０．０１５％以下、Ｓ：０．００５％以下、Ｎｉ：０．５～５％、Ａｌ：０．０１
～０．０８％、Ｎ：０．００７％以下、Ｂ：０．０００３～０．００３％を含有し、残部
Ｆｅおよび不可避的不純物からなる溶接部の低温靭性に優れる厚肉高張力鋼板。
２．鋼組成として、さらに、質量％で、Ｃｕ：０．５％以下、Ｍｏ：１％以下、Ｃｒ：３
％以下、Ｖ：０．２％以下、Ｎｂ：０．１％以下の中から選ばれる少なくとも１種または
２種以上を含有することを特徴とする１記載の溶接部の低温靭性に優れる厚肉高張力鋼板
。
３．鋼組成として、さらに、質量％で、Ｃａ：０．０００５～０．００３％、ＲＥＭ：０
．０００３～０．００３％の中から選ばれる少なくとも１種または２種を含有することを
特徴とする１または２に記載の溶接部の低温靭性に優れる厚肉高張力鋼板。
４．１乃至３のいずれか一つに記載の成分を含有する鋼素材に対して、Ａｃ3点～１１５
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０℃の温度域にて熱間圧延を開始し、累積圧下率が５０％以上となるように熱間圧延を行
い所定の板厚とした後、Ａｒ3点以上の温度から、板厚中心部が３５０℃以下になるまで
急冷し、その後、焼戻すことを特徴とする溶接部の低温靭性に優れる厚肉高張力鋼板の製
造方法。
５．１乃至３のいずれか一つに記載の成分を含有する鋼素材に対して、Ａｃ3点～１１５
０℃の温度域にて熱間圧延を開始し、累積圧下率が５０％以上となるように熱間圧延を行
い所定の板厚とした後、放冷し、Ａｃ3点～１０００℃に再加熱を行い、板厚中心部が３
５０℃以下になるまで急冷し、その後、焼戻すことを特徴とする溶接部の低温靭性に優れ
る厚肉高張力鋼板の製造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、溶接熱影響部の靭性に優れた降伏強度が６３０ＭＰａ以上、板厚が７
５ｍｍ以上の厚肉高張力鋼板およびその製造方法が得られ、産業上極めて有用である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　成分の限定理由を説明する。説明において％は質量％とする。
Ｃ：０．０２～０．０５％
　Ｃは、構造用鋼に求められる強度を得るため必要不可欠の元素であるが、過剰に含有す
ると、溶接部に生成する島状マルテンサイトの生成量が多くなり、さらに島状マルテンサ
イト中のＣ濃度を上昇させ、その硬度を上昇させて靭性を低下させるので上限を０．０５
％とする。一方、０．０２％より少なくすると、強度が得られず、合金元素の多量含有が
必要になり製造コストが高くなるので、下限を０．０２％とする。好ましくは０．０２％
～０．０４％である。
【００１８】
　Ｓｉ：０．３％以下
Ｓｉは脱酸成分として０．０５％以上含有することが好ましい。しかし、０．３％より多
くおよび溶接熱影響部の靭性を含有すると、母材靭性著しく低下させることから０．３％
以下に制限する必要があり、島状マルテンサイト生成抑制の観点から、０．２％以下にす
ることが好ましい。
【００１９】
　Ｍｎ：０．５～３％
　本発明では溶接熱影響部における島状マルテンサイトの生成量と硬度を低下させるため
Ｃの含有量を少なくし、母材強度を確保する観点からＭｎを０．５％以上、好ましくは、
０．７％以上含有するものとする。一方、３％より多く含有すると、過剰に焼入性を高め
、溶接熱影響部の靭性を著しく低下させることから、３％以下とする。
【００２０】
　Ｐ：０．０１５％以下
Ｐは、０．０１５％を超えて含有すると、母材および溶接熱影響部の靭性を低下させるた
め０．０１５％以下に制限する。
【００２１】
　Ｓ：０．００５％以下
Ｓは、０．００５％を超えて含有すると、母材および溶接熱影響部の靭性を低下させるた
め、０．００５％以下とする。
【００２２】
　Ｎｉ：０．５～５％
Ｎｉは、鋼の強度および溶接熱影響部の低温靭性の向上に有効な元素で、そのような効果
を得るため０．５％以上とする。しかし、他の合金元素に比べて高価であるため上限を５
％とする。また、２％を超えて含有しても含有量に応じた靱性向上効果が飽和気味になる
ので、含有量は２％以下であることが好ましい。
【００２３】
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　Ａｌ：０．０１～０．０８％
Ａｌは溶鋼を脱酸するために、０．０１％以上含有する必要があり、好ましくは０．０２
％以上の含有とする。一方、０．０８％より多く含有すると、母材中に固溶するＡｌ量が
多くなり、母材靭性を低下させるとともに、溶接時に母材から溶接金属中に拡散し、その
靭性を低下させるので、０．０８％以下であることが必要で、０．０７％以下であること
が好ましい。
【００２４】
　Ｎ：０．００７％以下
Ｎは、母材中に固溶すると著しく母材靭性を低下させ、さらに溶接部においても粗大な炭
窒化物を形成し靭性を低下させるので、０．００７％以下、好ましくは０．００５％以下
に制限する。
【００２５】
　Ｂ：０．０００３～０．００３％
Ｂは、オーステナイト粒界に偏析することで粒界からのフェライト変態を抑制し、ベイナ
イト分率を増加させて母材強度を高めるため、０．０００３％以上含有するものとする。
一方、０．００３％を超えて含有すると、炭窒化物として析出し焼入性を低下させ、靭性
が低下するようになるので上限を０．００３％とする。好ましくは０．０００５～０．０
０２％である。
【００２６】
　以上が本発明の基本成分組成であるが、さらに強度・靭性を高める目的でＣｕ、Ｍｏ、
　Ｃｒ、　Ｖ、　Ｎｂ、Ｃａ、ＲＥＭの中から選ばれる１種または２種以上を含有するこ
とができる。
【００２７】
　Ｃｕ：　０．５％以下
Ｃｕは低温靭性を損なうことなく鋼の強度の向上が図ることができ、この効果を得るには
０．２％以上含有することが好ましい。しかし、０．５％を超えて含有すると熱間脆性に
よって熱間圧延時に鋼板表面に割れを生じるので、含有する場合は０．５％以下とするこ
とが好ましい。
【００２８】
　Ｍｏ：１％以下
Ｍｏは、母材の高強度化に有効な元素であり、この効果を得るには０．３％以上含有する
ことが好ましい。しかし、多量に含有すると合金炭化物の析出による硬度の上昇を引き起
こし、靭性を低下させるので含有する場合は１％以下とすることが好ましく、０．０８％
以下とすることがより好ましい。
【００２９】
　Ｃｒ：３％以下
Ｃｒは、母材の高強度化に有効な元素であり、この効果を得るには０．５％以上含有する
ことが好ましい。しかし、多量に含有すると靭性を低下させるので、含有する場合は３％
以下とすることが好ましい。
【００３０】
　Ｖ：０．２％以下
Ｖは母材の強度の向上に有効である。これらの効果を得るには０．０２％以上含有するこ
とが好ましい。しかし、０．２％より多く含有すると硬質なＶＣの析出により靭性が低下
するので含有する場合は０．２％以下にすることが好ましく、０．１％以下とすることが
より好ましく、さらに好ましくは０．０６％以下である。
【００３１】
　Ｎｂ：０．１％以下
Ｎｂは鋼の強化に有効な元素であり、この効果を得るには０．０１％以上含有することが
好ましい。しかし、０．１％を超えて含有すると溶接熱影響部の靭性を著しく低下させる
ので含有する場合は０．１％以下であることが好ましく、０．０３％以下であることがさ
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らに好ましい。
【００３２】
　Ｃａ：０．０００５～０．００３％
Ｃａを０．０００５％以上含有すると、有害なＯおよびＳを酸化物および硫化物として固
定し鋼の材質を改善することができる。しかし、０．００３％を超えて含有しても、その
効果が飽和するため、含有する場合は０．０００５～０．００３％以下とすることが好ま
しい。
【００３３】
　ＲＥＭ：０．０００３～０．００３％
ＲＥＭとはＣｅ、Ｌａをはじめとする希土類金属を指す。ＲＥＭもＣａと同様に０．００
０３％以上含有すると鋼中で酸化物を形成して、材質を改善する効果がある。しかし、０
．００３％を超えて含有してもその効果が飽和するため、含有する場合は０．０００３～
０．００３％とすることが好ましい。
【００３４】
　本発明鋼の好ましい製造方法について以下に説明する。
上記組成の溶鋼を、常法により転炉、電気炉、真空溶解炉等で溶製後、鋳造してスラブ、
ビレットなどの圧延素材を製造し、一旦冷却後に再加熱してから、または熱片状態から直
接、熱間圧延を行う。以下の説明において温度は、本発明に係る鋼は厚肉材のため、板厚
中心部での温度とする。板厚中心部の温度は、板厚、表面温度および冷却条件等から、シ
ミュレーション計算等により求められる。例えば、差分法を用い、板厚方向の温度分布を
計算することにより、板厚中心温度が求められる。
【００３５】
　熱間圧延条件
　スラブやビレットなどの圧延素材を一旦冷却後に再加熱してから、または、熱片状態か
ら直接、熱間圧延を開始する。
【００３６】
　熱間圧延の開始温度は、圧延素材である鋼素材を再加熱して圧延する場合、および、熱
片状態から直接圧延する場合、のいずれの場合も、Ａｃ３点～１１５０℃の範囲とする。
【００３７】
　圧延開始温度の下限値は、再加熱時の圧延開始温度がＡｃ３点未満の場合、熱間圧延後
、熱処理前の組織が複相組織になり板厚方向の焼入れ性が低下するためＡｃ３点以上とす
る。熱片状態から直接圧延を行う場合は、圧延開始温度がＡｒ３点以上であれば熱間圧延
後、熱処理前の組織が複相組織とはならないが、圧延能率が著しく低下するので、再加熱
の場合と同様にＡｃ３点以上の温度で圧延を開始する。
【００３８】
　一方、圧延開始温度が１１５０℃を超えると粗大組織となって靭性が低下するため、圧
延開始温度は１１５０℃以下とする。
【００３９】
　上記の理由から、圧延素材である鋼素材を再加熱してから圧延する場合の再加熱温度は
、Ａｃ３点～１１５０℃の範囲とすることが好ましい。
【００４０】
　なお、Ａｃ３点、Ａｒ３点は、たとえば下記の式により計算して求めることができるが
、実測して求めることもできる。
Ａｃ３（℃）＝９３７．２-４７６＋５６Ｓｉ－１９．７Ｍｎ－１６．３Ｃｕ－２６．６
Ｎｉ－４．９Ｃｒ＋３８．１Ｍｏ＋１２４．８Ｖ＋１３６．３Ｔｉ＋３５Ｚｒ－１９．１
Ｎｂ＋１９８．４Ａｌ＋３３１５Ｂ　　　　　　　　
Ａｒ３（℃）＝９１０－２７３Ｃ－７４Ｍｎ－５６Ｎｉ－１６Ｃｒ－９Ｍｏ－５Ｃｕ
各元素記号は含有量（質量％）。
【００４１】
　板厚中心部まで加工を加え組織を微細化するため、累積圧下率が５０％以上となるよう
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に熱間圧延を行う。
【００４２】
　また、圧延後直接急冷する場合、焼入れ性を確保するために、Ａｒ３点以上で熱間圧延
を終了することが好ましい。
【００４３】
　　熱処理条件
　熱間圧延後の鋼板に、焼入れ・焼戻しの熱処理を施す。具体的には、［１］熱間圧延後
、Ａｒ３点～１０００℃の温度から直接、板厚中心部が３５０℃以下になるまで急冷、ま
たは、［２］熱間圧延後放冷し、Ａｃ３点～１０００℃の間に再加熱し、板厚中心部が３
５０℃以下になるまで急冷を行った後、４５０℃～６５０℃で焼戻しを行う。
【００４４】
　焼入れ開始温度は、１０００℃を超えるとオーステナイト粒の粗大化による、母材強度
および靭性の低下が著しいため、１０００℃以下とする。一方、ミクロ組織の均質性を確
保するため、オーステナイト単相組織から焼入れ開始する必要があるので、焼入れ開始温
度は、熱間圧延後に直接急冷する場合にはＡｒ３点以上、また、熱間圧延後に放冷してか
ら再加熱する場合にはＡｃ３点以上、であることが必要である。
【００４５】
　熱間圧延後に直接焼入れすると、焼入れのための再加熱が不要となるので、省エネルギ
ーの観点から好ましい。一方、板厚が１００ｍｍを超える極厚鋼板の場合、特に１３０ｍ
ｍ以上の場合には、板厚全体にわたってより均質に目標の強度と靭性を得る上で、圧延後
に再加熱して焼入れ焼戻しするプロセスをとることが好ましい。
【００４６】
　焼入れ処理の急冷は、板厚中心部を３５０℃以下になるまで実施する。これにより、板
厚全体にわたってベイナイト変態が確実に開始するので、後述の焼戻し処理まで完了した
時点において焼戻しベイナイト主体の組織を得ることができる。ここで、本発明における
急冷とは、板厚中心部の冷却速度が１．１℃／ｓ以上の冷却を指すものとする。
【００４７】
　焼戻し温度は、４５０℃未満では残留応力の除去効果が少なく、一方、６５０℃を超え
ると、種々の炭窒化物が粗大に析出するとともに、強度・靭性が大幅に低下するため、４
５０℃～６５０℃とする。
【００４８】
　本発明鋼は、厚肉材であるため、鋼の強靭化を目的に、焼入れを複数回実施しても良い
。但し、最終の焼入れ後、焼戻し処理を行う。
【実施例】
【００４９】
　種々の化学成分のスラブを熱間圧延後、焼入れ焼戻しして板厚７５～２００ｍｍの厚鋼
板を製造した。得られた鋼板について、引張試験およびシャルピー試験を実施した。
【００５０】
　引張試験はＪＩＳＺ２２４１に準拠して行い、各鋼板の板厚の１／４の位置から圧延方
向にＪＩＳ４号引張試験片を採取し、引張強度（ＴＳ）および降伏強度（ＹＰ）を求めた
。また、板厚１／４部よりＶノッチ試験片（１０ｍｍ幅）を試験片の長手軸の方向が圧延
方向と平行となるように採取して、シャルピー衝撃試験をＪＩＳＺ２２４２に準拠して行
い、－６０℃における吸収エネルギー（ｖＥ－６０）を３回の平均値として求めた。
【００５１】
　また、溶接部靱性の評価は、各鋼板から採取した溶接試験板にＸ開先（開先角度４５°
）を加工し、市販の高強度鋼用溶接ワイヤを用いて、入熱５０ｋＪ／ｃｍのサブマージア
ーク溶接を行って溶接継手を作製し、その溶接継手の板厚の１／４の位置からＶノッチ試
験片（１０ｍｍ幅）を試験片の長手軸の方向が圧延方向と平行となるように、そしてボン
ド部をノッチ位置として採取して、シャルピー衝撃試験をＪＩＳＺ２２４２に準拠して行
い、－６０℃における吸収エネルギー（ｖＥ－６０）を３回の平均値として求めた。
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【００５２】
　なお、Ａｃ３点、Ａｒ３点は、下式で求めた。
Ａｃ３（℃）＝９３７．２-４７６．５Ｃ＋５６Ｓｉ－１９．７Ｍｎ－１６．３Ｃｕ－２
６．６Ｎｉ－４．９Ｃｒ＋３８．１Ｍｏ＋１２４．８Ｖ＋１３６．３Ｔｉ＋３５Ｚｒ－１
９．１Ｎｂ＋１９８．４Ａｌ＋３３１５Ｂ
Ａｒ３（℃）＝９１０－２７３Ｃ－７４Ｍｎ－５６Ｎｉ－１６Ｃｒ－９Ｍｏ－５Ｃｕ
各元素記号は含有量（質量％）。
【００５３】
　表１に化学成分を、表２に製造条件と試験結果を併せて示す。本発明例の鋼材（鋼１～
１５）は、いずれも母材強度がＴＳ≧７２０ＭＰａ、ＹＰ≧６３０ＭＰａ、母材の吸収エ
ネルギーがｖＥ－６０≧１２０Ｊで、母材の強度・靭性に優れている。さらに、溶接ボン
ド部で、ｖＥ－６０≧７０Ｊの良好な特性を有していることが認められる。
【００５４】
　一方、比較例の鋼（鋼１６～２０）は、母材の引張強度、降伏強度、靭性もしくは溶接
ボンド部における靭性の少なくとも１つの特性が本発明鋼より劣っていることが認められ
る。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
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