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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０５％～０．３％、Ｓｉ：０．０５％～０．４％、Ｍｎ：１．０％
～３．０％、Ｐ：０．０２％以下、Ｓ：０．００３％以下、Ａｌ：０．１％以下、Ｎ：０
．００１％～０．０１％を含有し、残部Ｆｅ及び不可避的不純物である溶鋼を連続鋳造す
るに際し、鋳片が完全凝固した後であって、
圧下直前の２００ｍｍ位置の鋳片の表面温度が１０００℃～７００℃、表面と中央の温度
差が１５０～４００℃であり、
圧下直後の２００ｍｍ位置の鋳片の表面温度が８００℃～５００℃、表面と中央の温度差
が５０～２００℃であり、
クレータエンドと圧下ロールの距離が１ｍ以内において、
圧下率が５～５０％となるように鋳片を圧下し、
圧下直後の冷却水密度が３００リットル／ｍ2分以上であることを特徴とする連続鋳造方
法。
【請求項２】
　前記溶鋼はさらに質量％で、Ｍｏ：１．５％以下、Ｎｉ：３．０％以下、Ｃｒ：５．０
％以下、Ｃｕ：１．５％以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｎｂ：０．１％以下、Ｂ：０．０１
％以下およびＶ：０．１％以下のうちの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に記載の連続鋳造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センターポロシティーおよび中心偏析のない鋼の連続鋳造鋳片、およびその
連続鋳造鋳片を製造する連続鋳造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　省エネルギーや生産性の向上の観点から構造物の大型化や高強度化への要求が厳しくな
っており、構造物の素材となる極厚鋼板に対する品質の向上が、コストの低減とともに課
題となっている。特にこれまで、極厚鋼板は、いったんインゴット鋳造法で製造された大
型鋼塊を分塊圧延することで分塊スラブを作製し、これを圧延することで製造されてきた
。しかし、この分塊スラブを用いる場合には、大型鋼塊の上部に設けられた押し湯部や、
底部に生成する偏析、粗大な介在物や引け巣を除去する必要があり、歩留まりが著しく低
下するという問題があった。また、鋼板を製造するには分塊圧延といった工程が必要であ
り、温度の低下した分塊スラブを加熱炉に入れて昇温する工程が必要になり、製造コスト
が大幅に増大するとともに製造工程も長くなり、生産効率の低下を招いていた。
【０００３】
　この問題を解決するため、極厚鋼板用の鋳片の製造に連続鋳造法が適用されつつあり、
歩留まりの向上および生産効率の向上が図られてきている。しかし、その場合、連続鋳造
鋳片も極厚化するため、鋳片内部、特に中央部における凝固組織の粗大化にともない鋳片
の中央部においてポロシティーの生成が著しくなる。このポロシティーの生成により鋳片
全体の品質向上を阻害してしまうため、連続鋳造鋳片においてポロシティーを低減する技
術について、従来から多くの提案がなされている。
【０００４】
　特許文献１には、鍛造圧下時に連続鋳造スラブと鍛造金敷との接触長を一定値以上に大
きく取れば、板厚中心部に大きな塑性歪みを加えられること、さらに、鍛伸方向を連続鋳
造スラブの長手方向と幅方向の双方について実施することにより、連続鋳造スラブのセン
ターポロシティーの圧着効果と偏析帯の粉砕効果が同時に得られる技術が開示されている
。極厚鋼板の製造方法を、連続鋳造スラブに全圧下率２９～６６％の鍛造および圧延を施
して極厚鋼板を製造するに当たり、前記連続鋳造スラブを１０００℃以上に加熱した後、
前記鍛造工程において圧下率２０～５６％のクロス鍛造をＢ／Ｈ比を０．７～１．０とし
て行い、しかる後、圧延工程で仕上げ成形圧延を行うこととするものである。なお、Ｂは
鍛造圧下時の鍛造金敷と連続鋳造スラブとの接触長であり、Ｈは鍛造圧下時の連続鋳造ス
ラブ厚さである。しかしながら、連続鋳造スラブを鍛造金敷を用いて圧下するため間欠的
な圧下であり、金敷による圧下領域とその両側の非圧下領域の境界部で表面割れが生じ、
製品の歩留まりが低下する。また、連続鋳造スラブを再加熱することから製造コストが上
昇することになる。
【０００５】
　特許文献２には、鋼の連続鋳造において、面部材を用いて、鋼塊の未凝固末端部を狭持
するに当り、所定の時間間隔で鋼塊を断続的に圧下することで、バルジングを防止して、
同時に面部材で挟持する範囲内で鋼塊を完全凝固させると、小さい圧力でマクロ偏析や点
状偏析が著しく改善された凝固組織が効率的に得られる技術が開示されている。しかしな
がら、凝固末期においては液相界面近傍における凝固シェルの強度は小さく、面圧下によ
る力が凝固シェルの強度を超えると内部割れが生じてしまい、また、連続鋳造の操業時の
温度変動や鋳造速度の変化による面圧下位置での凝固シェルの厚みや温度の変動で所望の
面圧下条件を満たすことが困難である。
【０００６】
　特許文献３には、鋳片厚み中心部の少なくとも５ｍｍ以上、３０ｍｍ以下の領域におけ
るＣ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｐ、Ｓ等の各種元素の濃度と厚み該中心部を除く部分の濃度の比が０
．９～１．０の範囲にあり、且つ該中心部において、最大径が０．１ｍｍのセンターポロ
シティーが全く存在しない熱間圧延用連続鋳造鋳片の製造技術が開示されている。しかし
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ながら、濃度の比が０．９～１．０となるためには、凝固にともなう溶質元素の濃化を抑
制する必要があり、これには中心部での液相を流動させる必要がある。また、鋳片を軽圧
下させるためにウォーキングバー方式を採用しているが、本方式では鋳造方向において間
欠的に軽圧下されるため、鋳造方向において均一な軽圧下を行うことが困難であり、結果
的に鋳片厚み中央部に残存する液相の流動も不均一になり、所望の濃度の比の範囲を満た
すことも困難である。
【０００７】
　特許文献４には、連続鋳造鋳片を凝固した直後に圧下することで、圧下を行うことなく
製造した場合の鋳片の厚さ方向中心におけるデンドライト１次アーム間隔λ0を基準とし
、鋳片の厚さ方向中心におけるデンドライト１次アーム間隔λと前記λ0の比の値λ／λ0

が０．１～０．９となるような技術が開示されている。本技術により偏析の拡散を促進す
ることができるが、ポロシティーを完全に無くすことが困難な場合があった。ポロシティ
ーを完全に無くすには更に圧下を行う必要がある。
【０００８】
　センターポロシティーの低減を目的として、連続鋳造中において鋳片が完全凝固した後
に鋳片を圧下する方法が知られている。圧下ロールとして幅方向に太さが均一なロール（
以下、フラットロールという。）を用いる場合、鋳片幅方向の全幅を圧下することとなる
。凝固完了直後における鋳片厚み中央部の鋳片温度について検討すると、鋳片の幅両端部
については厚み中央部を含めて温度が低下しているため、鋳片幅両端部は全厚にわたって
変形抵抗が大きく、フラットロールを用いて圧下しようとすると大きな圧下力が必要とな
る。
【０００９】
　鋳片中心部のポロシティーを圧下する方法として、特許文献５には鋳片が完全凝固した
後に、鋳片の表面温度が７００℃以上１０００℃以下で、鋳片の内部温度と表面との温度
差が２５０℃以上となる領域において、ロールの幅中央部が幅端部に比較して太くなるロ
ール（以下「中太ロール」という。）を用いて鋳片の幅５％以上４０％以下の範囲を鋳片
の厚み２％以上２０％以下の大圧下を実施することにより、鋳片中心のポロシティーを抑
制する方法が開示されている。中太ロールを用いて鋳片の幅中央部のみを圧下するため、
鋳片中心部のポロシティーを効率的に抑制することができる。
【００１０】
　特許文献５に記載のように中太ロールを用いる場合、鋳片の幅両端部を圧下しないので
過剰な圧下力を用いなくても圧下は可能であるが、鋳片の圧下量が大きい場合、その後の
圧延工程で鋳片に形成された鋳片のへこみが原因となって表面疵が発生する。そのため、
中太ロールを用いた凝固後大圧下法では圧下率の上限に制約が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０００－２６３１０３号公報
【特許文献２】特開昭５９－２０２１４５号公報
【特許文献３】特開平６－２９７０９０号公報
【特許文献４】特開２０１５－６６８０号公報
【特許文献５】特開２００９－２７９６５２号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】ISIJ International, vol.42(2002), No.8, pp.964-973. Hideo Mizuka
mi, Akihiro Yamanaka and Tadao Watanabe
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、連続鋳造鋳片の厚み中央部におけ
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るセンターポロシティーおよび中心偏析を無くすことが可能な鋼の連続鋳造鋳片および連
続鋳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】
【００１４】
　大型構造物の素材となる極厚鋼板の機械的特性を確保するには、組成が鋼板内で均一で
あることが前提となる。連続鋳造法で製造され、極厚鋼板用の素材となる鋳片には、厚さ
方向の中心近傍で粗大なデンドライトを含む凝固組織が形成されており、このデンドライ
トの凝固に伴ってミクロ偏析が生じ、デンドライトの成長方向およびデンドライトの間隙
における溶質元素の濃度が高くなる。これにともない、凝固が完了する温度が低下し、こ
の濃度が高くなった位置が最終凝固部になり、凝固収縮や液相中に溶解していたガスが溶
解度の低下により排出されてポロシティーが生成する。また、凝固収縮による未凝固領域
における液相の流動や、ロール間でのバルジングが起因で生じる液相の流動により中心偏
析が生成する。
【００１５】
　従来の技術は、未凝固の状態で軽圧下を行い、最終凝固位置で生じる凝固収縮に相当す
る体積を補完するものである。しかしながら、軽圧下を行うと固液界面に応力が作用し、
この応力が凝固シェルの強度よりも大きくなると割れが生じることになる。未凝固状態に
ある凝固シェルの強度は、非特許文献１に記載されているように小さいため、軽圧下で付
与できる応力には限度があるためポロシティーを完全に潰すことはできない。また、固液
共存状態における鋼の強度は小さいことから、未凝固圧下によって鋳片厚み中央部の最終
凝固位置における濃化溶鋼を排出させるまで圧下を加えることはできない。過度に圧下す
ると固液界面の固相側に割れが発生するためである。このため濃化溶鋼が中心部に残存す
ることになり、中心偏析を無くすことはできない。
【００１６】
　ポロシティーおよび中心偏析を無くすことと、凝固シェルの固液界面に割れを発生させ
ないことを両立させる技術が不可欠である。
【００１７】
　鋳片厚み中央部に大きな応力を付与しても、凝固シェルの固液界面に割れを発生させな
いためには、圧下位置の前までで凝固を完了させて凝固界面を無くせばよい。また、鋳片
厚み中央部に生成するポロシティーを潰すには、鋳片厚み中央部に大きな応力を付与すれ
ばよい。鋳片厚み中央部に大きな応力を付与するには、ロール圧延や鍛造により大きな変
形を与えればよい。ただし、ロール圧延や鍛造の設備費が大きいと、製品のコストも増大
し工業的に製造することは困難になる。
【００１８】
　特許文献４に開示されている技術により、連続鋳造鋳片が凝固完了した直後の鋳片内部
に温度勾配が存在する状態で圧下することで、鋳片表層部よりも厚み中央部の温度が高く
強度も小さい領域に付与される応力を増大させることが可能になる。しかしながら、ポロ
シティーを完全に潰して無くすことは困難であった。完全に潰すには更に大きな応力を鋳
片厚み中央部に付与することが必要である。
【００１９】
　ところで、連続鋳造過程において、凝固完了直後における鋳片は、厚み方向に温度勾配
があるだけでなく、鋳造方向においても温度勾配が存在する。鋳造方向上流側の温度が高
く、下流側の温度が低い。鋳造方向に温度勾配、特に、厚み中央部で温度勾配がある状態
で圧下を行うと、温度が高く強度の小さい鋳造方向と逆の方向（上流側）に、厚み中央領
域が延伸する範囲が存在することを、汎用の有限要素法による熱応力解析ソフトＤＥＦＯ
ＲＭを用いた解析で見出した。圧下前および圧下後の鋳片の厚み中央部の温度、表面温度
と圧下率を変えた熱応力解析を行い、圧下により鋳片中央部が鋳造方向と逆の方向に延伸
して、この延伸部の温度が固相線温度以上になる条件と、延伸する長さを求めた。ここで
、圧下前後の鋳造方向における鋳片の温度勾配を評価するに際し、上流側については圧下
直前２００ｍｍ位置、下流側については圧下直後２００ｍｍ位置における鋳片温度によっ
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て代表させることとした。
【００２０】
　圧下はロールを用いた圧下でもよく、鋳造方向に間隔が狭くなるように傾斜させた金型
を用いた圧下でもよい。圧下位置、圧下直前２００ｍｍ、圧下直後２００ｍｍ位置を定め
るための規準となる圧下点は、圧下量が最大となる最終圧下位置（「ロール最下位置」と
もいう。）を規準とする。
【００２１】
　この現象を利用すれば、鋳造方向上流側に延伸した部分を固相線温度以上の高温の領域
に送入することができる。固相線温度以上の温度に達すると、固相が部分的あるいは全体
が再溶融することになり、センターポロシティーの存在する領域や中心偏析が存在する領
域が溶けることになる。さらに、この再溶融した液相が、未凝固状態にある液相中に浸入
することで濃度が均一になる。このようにしてセンターポロシティーおよび中心偏析を消
滅させることができる。
【００２２】
　さらに、この現象を顕著にさせるには、圧下直後の下流側で鋳片を冷却すればよい。凝
固直後に圧下すると、鋳片の厚み方向に温度勾配が存在していることから、厚み中央領域
に大きな歪みが加わり、厚み中央領域が鋳片の鋳造方向に延伸し易くなる。ここで、圧下
直後に鋳片を冷却すれば、圧下部下流側の鋳片厚み中央領域の温度が低下し強度が上昇す
るため、下流側へ延伸し難くなり、鋳片の圧下前の上流側領域への延伸量が増大する。こ
の量が増大すると、固相線温度以上、さらには液相線温度以上の高温領域への延伸量も増
え、センターポロシティーおよび中心偏析の消滅効果も大きくなる。
【００２３】
　本発明は、これらの知見に基づいてなされたものであり、その要旨は、下記の（１）～
（２）に示す連続鋳造方法にある。
（１）質量％で、Ｃ：０．０５％～０．３％、Ｓｉ：０．０５％～０．４％、Ｍｎ：１．
０％～３．０％、Ｐ：０．０２％以下、Ｓ：０．００３％以下、Ａｌ：０．１％以下、Ｎ
：０．００１％～０．０１％を含有し、残部Ｆｅ及び不可避的不純物である溶鋼を連続鋳
造するに際し、鋳片が完全凝固した後であって、圧下直前の２００ｍｍ位置の鋳片の表面
温度が１０００℃～７００℃、表面と中央の温度差が１５０～４００℃であり、圧下直後
の２００ｍｍ位置の鋳片の表面温度が８００℃～５００℃、表面と中央の温度差が５０～
２００℃であり、クレータエンドと圧下ロールの距離が１ｍ以内において、圧下率が５～
５０％となるように鋳片を圧下し、圧下直後の冷却水密度が３００リットル／ｍ2分以上
であることを特徴とする連続鋳造方法。
（２）前記溶鋼はさらに質量％で、Ｍｏ：１．５％以下、Ｎｉ：３．０％以下、Ｃｒ：５
．０％以下、Ｃｕ：１．５％以下、Ｔｉ：０．１％以下、Ｎｂ：０．１％以下、Ｂ：０．
０１％以下およびＶ：０．１％以下のうちの１種または２種以上を含有することを特徴と
する（１）に記載の連続鋳造方法。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の鋼の連続鋳造鋳片は、中心偏析およびセンターポロシティーがないので、品質
良好な鋼材とすることができる。本発明の連続鋳造方法によって当該連続鋳造鋳片の製造
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】鋳片圧下直前の厚み中央部の鋳造方向歪みシミュレーション結果を示す図である
。
【図２】温度均一鋳片圧下時の鋳片内メタルフロー模式図を示す図である。
【図３】従来の鋳片圧下時の鋳片内メタルフロー模式図を示す図である。
【図４】本発明の鋳片圧下時の鋳片内メタルフロー模式図を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２６】
　鋳片圧下によって鋳片厚み中央部のピンホールを潰してなくすためには、鋳片の厚み中
央部の凝固が完了し、しかも鋳片の表面と厚み中央の温度差が大きく、厚み中央部の温度
が高い方が良い。鋳片の表面温度は放射温度計あるいは接触式の熱電対で測定可能である
が、鋳片厚み中央領域の温度を測定することは困難であるため、凝固解析を予め行い、鋳
片の表面温度と厚み中央の温度を求めた。その後、凝固解析で得られた温度分布を初期条
件として入力した熱応力解析を行い、圧下による厚み中央部の変形量を求めた。なお、圧
下後の鋳片の表面温度および表面と中心との温度差は、水スプレーによる冷却だけでなく
、圧下ロールへの抜熱もある。また、鋳片の温度は、圧下時の加工発熱による温度上昇も
ある。解析では、これらの影響も考慮した。
【００２７】
　凝固解析及び熱応力解析に用いた解析条件は以下のとおりである。
　鋳造速度：１．０ｍ／分
　スラブ厚み：２４０ｍｍ
　圧下率：３０％
　圧下ロール直径：５５０ｍｍ
　対象鋼種：０．１２％Ｃ－０．１５％Ｓｉ－１．２％Ｍｎ－０．０１％Ｐ－０．００１
％Ｓ鋼
　圧下直前２００ｍｍ位置の表面温度：９００℃
　圧下直前２００ｍｍ位置の表面と厚み中心の温度差：３００℃
　圧下直後２００ｍｍ位置の表面温度：６００℃
　圧下直後２００ｍｍ位置の表面と厚み中心の温度差：１００℃
　圧下位置：完全凝固位置の下流側５００ｍｍ
　圧下直後の水スプレーの水量密度：５００リットル／ｍ2分、当該水量密度での冷却長
さ（鋳造方向）：１００ｍｍ
【００２８】
　図１に解析結果例を示す。図１において、横軸はロール圧下位置（ロール最下位置）を
規準とした鋳造方向距離（鋳造方向（下流側）をプラス）、縦軸は厚み中央部における鋳
造方向の歪み（引張をプラス）を表している。図１から明らかなように、圧下により、鋳
片厚み中央位置において、圧下前９００ｍｍ位置までの鋳造方向と逆の方向（上流側）に
、マイナス歪み（圧縮歪み）が作用することが分かった。
【００２９】
　ここで、本発明で規定するような鋳片温度分布において鋳片を圧下することにより、厚
み中央部が上流側に延伸してセンターポロシティーと中心偏析を改善することができるよ
うになるメカニズムについて、図面に基づいて説明する。
【００３０】
　図２は、厚さ方向と鋳造方向（圧延方向）に温度が均一である鋳片を圧下した場合のシ
ミュレーション結果を示すものである。[１]圧下力Ｐにより生じるロールバイト（ロール
と鋳片の接触領域とその近傍）内の静水圧応力（圧縮を正）は板厚方向に概ね均等である
。[２]圧下により生じるメタルフローは，中立線（ロール回転速度と材料速度の圧延方向
成分が同一となる線）を境界に，上流へのメタルフローと下流へのメタルフローに分かれ
，一般には前者の方が大きい。[３]両メタルフローは静水圧応力（正確には静水圧応力を
降伏応力で除した値）の圧延方向勾配に略比例する。[４]均一温度の場合には[１]のよう
に静水圧応力は板厚方向に概ね均等のため，上流／下流へのメタルフローは板厚方向に略
均一となる。
【００３１】
　図３は、厚さ方向に温度分布を有して厚み中央部の温度が高く、鋳造方向（圧延方向）
の温度低下は少ない鋳片（通常の連続鋳造中の圧下を模擬）を圧下した場合のシミュレー
ション結果を示すものである。[５]上下面冷却により，表裏面に近い低温の部分の材料は
硬くなり，相対的に高温の厚さ中央部分の材料は相対的に軟らかくなる。[６]略同一の圧



(7) JP 6772818 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

下方向応力（静水圧応力とは異なる）を受けるロールバイト（以下，ＲＢと略す）内の材
料は，軟らかい厚さ中央部分の材料が優先的に塑性変形，即ち圧延方向に延び，表裏面側
の硬い材料は厚さ中央の材料の延びに引っ張られて塑性変形を始める。[７][６]の作用に
より，表裏面近傍では相対的に引張応力（即ち，圧縮：小）となり，厚さ中央では相対的
に圧縮応力（圧縮：大）が生じる。[８]上記[７]の様な静水圧応力分布が生じるため，[
３]の作用を介して，上下流へのメタルフロー量は厚さ中央で大きくなる。
【００３２】
　図４は、厚さ方向に温度分布を有して厚み中央部の温度が高く、さらに圧下直後に強冷
却を行った鋳片（本発明の圧下を模擬）を圧下した場合のシミュレーション結果を示すも
のである。[９]ＲＢ出側が冷却され，ＲＢ内に比べて厚さ方向全域に渡って材料が硬くな
ると，ＲＢ出側の塑性変形域が狭まり，かつ下流へのメタルフローが厚さ方向に均一化す
る，即ちＲＢ出側近傍で剛体運動（並進運動）しか許容されないようになる。[10]このた
め，前述の[８]で生じていた下流へのメタルフローの厚さ方向差（厚さ中央で大）を上流
側で補うことになり，中立線より上流側の静水圧応力の厚さ方向の不均一さが顕著に増大
し，表裏面に比べてＲＢ入側近傍の厚さ中央の圧縮応力が非常に大きくなる．[11]この作
用によりＲＢ入側厚さ中央での静水圧の圧延方向勾配が極めて大きくなり，上流へのメタ
ルフローが顕著に増大する。
【００３３】
　上記凝固解析及び熱応力解析結果を踏まえ、鋳造速度、圧下前の表面温度、圧下前の表
面と厚み中央の温度勾配、圧下後の表面温度、圧下後の表面と厚み中央の温度勾配、圧下
後の水スプレーの水量密度を変えて検討を行い、実際の連続鋳造装置において実験を行っ
た。
【００３４】
　圧下直前２００ｍｍ位置の鋳片の表面温度が１０００℃を超えると、厚み中央部の温度
が固相線温度を超えてしまい、圧下による内部割れが発生してしまう。また、表面温度が
７００℃に満たない場合には、中央部の温度が低くなり、鋳片厚み中央部の延伸量が少な
くなる。そこで、圧下直前２００ｍｍ位置の表面温度は１０００～７００℃がよい。この
ときの表面と厚み中央の温度差は、４００～１５０℃になる。温度差が１５０℃未満では
、厚み中央部の温度が低くなりすぎ、厚み中央部の延伸量が少なくなる。一方、温度差が
４００℃を超えると、厚み中央部の温度が固相線温度を超えてしまい、圧下による内部割
れが発生してしまうためである。
【００３５】
　圧下直後２００ｍｍ位置の鋳片の表面温度が８００℃を超えると、厚み中央における鋳
造方向（下流側）への延伸量が大きくなり、鋳造方向と逆の方向（上流側）への延伸量が
少なくなり、所望の効果を得ることができない。表面温度が５００℃に満たない場合は、
圧下に要する荷重が大きくなり、設備費が高くなる。そこで、圧下直後２００ｍｍ位置の
鋳片の表面温度は８００～５００℃がよい。この時の表面と厚み中央の温度差は、２００
～５０℃になる。温度差が２００℃を超えると、厚み中央部の温度が高くなりすぎ、下流
側への延伸量が大きくなりすぎる。一方、温度差が５０℃未満では、圧下に要する荷重が
大きくなり、設備費が高くなるためである。
【００３６】
　ここで、圧下直前２００ｍｍ、圧下直後２００ｍｍ位置における、鋳片の温度評価方法
について説明する。鋳片表面温度の測定は、接触式の熱電対を鋳片表面に押し当てること
で測定することができる。また鋳片厚み中央部の温度については、測定した鋳片表面温度
情報を用いて凝固解析を予め行い、その後、凝固解析で得られた温度分布を初期条件とし
て入力した熱応力解析を行い、圧下による影響を含めて、厚み中央部の温度を定めること
ができる。
【００３７】
　通常の連続鋳造の鋳造中において、凝固が完了した以降においては二次冷却の冷却能を
低減し、鋳片表面温度の低下を防いでいる。鋳造後鋳片の顕熱を高く保持し、後工程の熱
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間圧延での省エネルギーを図るためである。これに対して本発明では、圧下直後２００ｍ
ｍ位置の鋳片表面温度を８００℃以下まで低減することが特徴である。本発明のように圧
下後の鋳片の表面温度を低減して変えるには、圧下直後に水冷することが有効であり、冷
却水量を変えることが有効である。冷却水量を変えることで、圧下直後２００ｍｍ位置の
鋳片の表面温度を８００～５００℃の範囲に調整することができる。具体的には、圧下直
後の冷却水密度が３００リットル／ｍ2分以上であれば、本発明の圧下直前と圧下直後の
鋳片温度の関係を実現することができる。３５０リットル／ｍ2分以上であればより好ま
しい。冷却水量密度を３００リットル／ｍ2分以上に増大する鋳造方向範囲の長さは、１
００ｍｍ以上であればよい。
【００３８】
　本発明の鋳片の圧下率範囲について説明する。鋳片の圧下率が５％より小さいと、鋳片
の鋳造方向と逆の方向（上流側）への、鋳片厚み中央領域の伸展量が少なく、センターポ
ロシティーや中心偏析を消滅することができない。また、圧下率が５０％を超えると、圧
下に要する力が大きくなり、設備費が高くなる。このため圧下率は５～５０％とした。こ
こで、圧下率（％）の定義は、前述のとおり、「（圧下前鋳片厚み－圧下後鋳片厚み）／
圧下前鋳片厚み×１００」である。
【００３９】
　本発明の連続鋳造鋳片の含有成分、及び連続鋳造方法で用いる溶鋼の含有成分について
は、後述のように成分範囲を限定している。このような成分範囲に限定した結果として、
連続鋳造中の凝固完了後において鋳片の高温強度が過度に高くなることがなくなった。そ
して、本発明の成分範囲において高温強度を反映させて高温変形特性を有限要素法で数値
解析した結果、上記圧下率の範囲で充分に圧下可能であることが判明した。
【００４０】
　上記圧下を行う鋳造方向の位置は、鋳片が完全凝固した後であって、クレータエンド（
完全凝固位置）と圧下ロール（ロール最下位置）の距離が１ｍ以内とする。圧下位置が完
全凝固位置よりも上流側であると、液相が存在する位置で圧下することになるので、本発
明の作用を得ることができず、また鋳片の内部割れが発生することとなる。一方、完全凝
固位置よりも１ｍを超えて下流側で圧下すると、圧下によって厚み中央部が上流側に延伸
することによって中心偏析を改善するという本発明の効果を十分に発揮することができな
くなる。
【００４１】
　上記のクレータエンド（完全凝固位置）は、圧下を行わない場合のクレータエンドを意
味する。当該クレータエンド位置（鋳造方向における位置）を定めるに際しては、凝固解
析を行うことにより、中心部固相率が１．０未満からちょうど１．０となる位置として、
算出することができる。
【００４２】
　なお、本発明では、板厚が３０ｍｍ以上の海洋構造物などに用いられる厚みが１００ｍ
ｍ以上の鋳片を対象にした。これは、熱間圧延時の圧下比が通常３．０以上必要なためで
ある。
【００４３】
　鋳片を圧延した鋼材の強度の向上、靭性の向上には、鋳片における直径０．５ｍｍ以上
のポロシティーの影響が大きく、その個数を低減する必要がある。また、今後さらなる強
度の向上および靭性の向上がめ要求されているが、これには直径０．１ｍｍ以上のポロシ
ティーの抑制が必要である。直径０．１ｍｍ以上のポロシティーが１０個／１０5ｍｍ3を
越えると、強度および靭性が急激に低下することから、本発明の連続鋳造鋳片では、１０
個／１０5ｍｍ3以下とした。上記本発明の連続鋳造方法を適用することにより、ポロシテ
ィーの密度を上記範囲とすることができる。
【００４４】
　また、センターポロシティーの他に、強度と靭性の低下の原因には、中心偏析がある。
鋳片厚み中心を基準として、厚み方向に±１５ｍｍ、鋳造方向に±１５ｍｍの試料を採取
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し、この面内をビーム系５０μｍの条件でＥＰＭＡで分析を行い、Ｍｎ濃度の最大値Ｃma
xを求めた。この最大値を、初期の溶鋼のＭｎ濃度Ｃ0で割った値を偏析比（Ｃmax／Ｃ0）
と定義した。この偏析比が１．０５を超えると強度および靭性が急激に低下することから
、本発明での連続鋳造鋳片では偏析比が１．０５以下とした。上記本発明の連続鋳造方法
を適用することにより、中心偏析の偏析比を上記範囲とすることができる。
【００４５】
　以下、本発明の連続鋳造鋳片の含有成分、及び連続鋳造方法で用いる溶鋼の含有成分に
ついて説明する。％は質量％を意味する。
【００４６】
　Ｃ：０．０５～０．３％
　Ｃは、強度および靱性を確保するために有効な元素である。その含有量が０．０５％未
満では、上記の効果が充分に得られず、一方、その含有量が０．３％を超えて高くなると
母材およびＨＡＺ部の靭性が低下する。そこで、Ｃの適正範囲を０．０５～０．３％とし
た。
【００４７】
　Ｓｉ：０．０５～０．４％
　Ｓｉは、０．０５％未満では母材の強度を確保できないので下限を０．０５％とした。
また、０．４％を超えると溶接性が低下するため上限を０．４％とした。上記の理由から
、その適正範囲を０．０５～０．４％とした。
【００４８】
　Ｍｎ：１．０～３．０％
　Ｍｎは、鋼板の高強度化と靱性の確保のために有効な元素である。上記の効果を得るた
めには、その含有量を１．０％以上とする必要がある。一方、その含有量が３．０％を超
えて高くなると、粗大な介在物ＭｎＳを生成する。このため、Ｍｎ含有量の適正範囲を１
．０～３．０％とした。
【００４９】
　Ｐ：０．０２％以下
　Ｐは、鋼板の延性および靱性および加工性を劣化させる元素であることから、その含有
量を０．０２％以下に制限する。
【００５０】
　Ｓ：０．００３％以下
　Ｓは、Ｍｎと反応して結晶粒内にフェライトの生成を促進する効果があるが、粗大な介
在物ＭｎＳを形成して鋼材の延性を低下させることから、その含有量を０．００３％以下
に制限する。
【００５１】
　Ａｌ：０．１％以下
　Ａｌは、鋼を脱酸させるために添加される元素である。０．１％を超えると、酸化物系
介在物のサイズが大きくなるため、鋼板の表面性状も劣化する。これらのことから、本発
明では、Ａｌ含有率の適正範囲を０．１％以下とすることが好ましい。Ａｌは含有しなく
ても良い。
【００５２】
　Ｎ：０．００１～０．０１％
　Ｎは、鋼に不可避的に含有される不純物であり、鋼板の曲げ性の観点からは、含有率は
低いほど好ましいが、窒化物を活用するには０．００１％以上必要である。そのため、本
発明では、Ｎ含有率を０．００１～０．０１％とすることが好ましい。
【００５３】
　本発明は、さらに必要に応じて下記元素を含有することとしても良い。
【００５４】
　Ｍｏ：１．５％以下
　Ｍｏは、含有させれば焼入れ性の向上および強度の向上に有効な作用を発揮する元素で
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ある。しかし、Ｍｏ含有率が１．５％を超えると粗大な介在物を形成し、靭性を低下させ
る。そこで、Ｍｏ含有率の適正範囲を１．５％以下とすることが好ましい。
【００５５】
　Ｎｉ：３．０％以下
　Ｎｉは、含有させれば母材の靭性を向上させる作用を有する元素である。Ｎｉ含有率が
３．０％を超えて高くなると、焼入れ性が過剰となり、鋼の靭性に悪影響を及ぼす。そこ
で、Ｎｉを含有させる場合のＮｉ含有率の範囲を３．０％以下とした。
【００５６】
　Ｃｒ：５．０％以下
　Ｃｒは、含有させれば焼入れ性の向上、および析出強化による母材強度の向上に有効な
作用を発揮する元素である。Ｃｒ含有率が５．０％を超えて高くなると、鋼の靭性および
溶接性が劣化する傾向が認められる。そこで、Ｃｒを含有させる場合のＣｒ含有率の適正
範囲を５．０％以下とした。
【００５７】
　Ｃｕ：１．５％以下
　Ｃｕは、含有させれば焼入れ性の向上および析出強化に有効な作用を有する元素である
。Ｃｕ含有率が１．５％を超えて高くなると、鋼の熱間加工性が低下する。上記の理由か
ら、Ｃｕを含有させる場合のＣｕ含有率の範囲を１．５％以下とした。
【００５８】
　Ｔｉ：０．１％以下
　Ｔｉは、主として炭窒化物を析出し、その析出強化作用により母材強度の向上に寄与す
る有効な元素である。Ｔｉ含有率が０．１％を超えて高くなると、鋼中に粗大な析出物や
介在物を形成して、鋼の靭性を低下させる。上記の理由から、Ｔｉ含有率の適正範囲を０
．１％以下とした。
【００５９】
　Ｎｂ：０．１％以下
　Ｎｂは、含有させれば炭化物や窒化物を生成して鋼の強度を向上させる作用を有する元
素である。Ｎｂ含有率が０．１％を超えて高くなると、鋼中に粗大な炭化物や窒化物を形
成するため、逆に靭性を低下させる。上記の理由から、Ｎｂを含有させる場合のＮｂ含有
率の範囲を０．１％以下とした。
【００６０】
　Ｖ：０．１％以下
　Ｖは、含有させれば炭化物や窒化物を生成して鋼の強度を向上させる効果を有する元素
である。Ｖ含有率が０．１％を超えて高くなると、鋼の靭性を低下させる。上記の理由か
ら、Ｖを含有させる場合のＶ含有率の範囲を０．１％以下とした。
【００６１】
　Ｂ：０．０１％以下
　Ｂは、含有させれば焼入れ性を増大させるとともに、ＢＮを生成することで固溶Ｎの含
有率を低下させ、ＨＡＺの靭性を向上させる効果がある。ただし、Ｂ含有率が０．０１％
を超えて高くなると、鋼中に粗大な硼化物が析出し、これにより鋼の靭性が劣化する。上
記の理由から、Ｂを含有させる場合のＢ含有率の範囲を０．０１％以下とした。
【実施例】
【００６２】
　本発明の鋳片の連続鋳造方法の効果を確認するため、以下に示す試験を実施して、その
結果を評価した。
【００６３】
　（１）鋳造条件
　溶鋼成分：表１に記載　
　溶鋼温度：１５７０℃（タンディッシュ内溶鋼温度）
　鋳型サイズ：幅１６００ｍｍ×厚さ２４０ｍｍ
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　鋳造速度：１．２ｍ／分
　圧下用ロール径：直径５５０ｍｍ（フラットロール）
　クレータエンドと圧下位置との距離：表２の「クレータエンドと圧下開始位置距離」に
記載
　圧下率：表２に記載
　圧下直前２００ｍｍ位置の鋳片表面温度、圧下直前２００ｍｍ位置の鋳片表面と厚み中
央の温度差、圧下直後２００ｍｍ位置の鋳片表面温度、圧下直後２００ｍｍ位置の鋳片表
面と厚み中央の温度差：表２の「表面温度」「温度差」の欄に記載
　圧下直後の水スプレーの水量密度：表２の「圧下直後冷却水量密度」欄に記載、当該水
量密度での鋳造方向冷却範囲：１００ｍｍ
【００６４】
　（２）評価方法
　圧下直前と直後２００ｍｍ位置の鋳片表面温度の測定は、接触式の熱電対を鋳片表面に
押し当てることで測定した。圧下直前と直後２００ｍｍ位置の鋳片厚み中央部温度は、Ｄ
ＥＦＯＲＭを用いた前述の方法を採用して計算により求めた。表２において、圧下直前・
直後２００ｍｍ位置の鋳片表面温度を「表面温度」欄に、圧下直前・直後２００ｍｍ位置
の鋳片表面と厚み中央部の温度差を「温度差」の欄にそれぞれ記載している。
【００６５】
　鋳片厚み中央部のポロシティーの個数の測定は、鋳片厚み中央を中心として厚み方向に
±５ｍｍ、鋳片幅方向に±５０ｍｍ、鋳造方向に±５０ｍｍの板状の試験片（厚１０ｍｍ
×幅１００ｍｍ×長１００ｍｍ、体積：１０5ｍｍ3）を１０枚採取し、透過Ｘ線写真を撮
影し、円相当直径が０．１ｍｍ以上のポロシティーの個数を数え、表２の「ポロシティー
」欄にその平均値を記載した。なお、ポロシティー個数が１個／１０5ｍｍ3以下の数値が
見られるのは測定した試験片の中には円相当径が０．１ｍｍ以下のポロシティーが観察さ
れなかったものがあることを意味する。
【００６６】
　中心偏析の評価は、鋳片厚み中心を基準として、厚み方向に±１５ｍｍ、鋳造方向に±
１５ｍｍの試料を採取し、この面内をビーム系５０μｍの条件でＥＰＭＡで分析により行
った。試料内でＭｎ濃度の最大値Ｃmaxを求めた。この最大値を、初期の溶鋼のＭｎ濃度
Ｃ0で割った値を偏析比（Ｃmax／Ｃ0）と定義し、表２の「中心偏析比」欄に記載した。
【００６７】
　鋳片断面の内部割れ有無を評価し、表２の「内部割れ」欄に記入した。
【００６８】
　クレータエンド（完全凝固位置）と圧下位置（ロール最下位置）の距離は、圧下前の鋳
片の表面温度と厚み中央の温度を基にして凝固解析により求めた値である。
【００６９】



(12) JP 6772818 B2 2020.10.21

10

20

30

40

【表１】

【００７０】
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【表２】

【００７１】
　表１、２の本発明例１～６が本発明例である。本発明範囲内での圧下条件と冷却条件で
鋳造を行った結果、センターポロシティー、中心偏析比ともに、良好な結果を得ることが
できた。
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【００７２】
　比較例１は圧下を行わず、比較例２は圧下率が本発明範囲よりも低く、いずれもセンタ
ーポロシティー、中心偏析比ともに不良であった。比較例３は圧下前と圧下後２００ｍｍ
位置の鋳片表面温度がともに本発明範囲を外れ、圧下位置が完全凝固前であるため、セン
ターポロシティー、中心偏析比ともに不良であり、さらに内部割れの発生が見られた。比
較例４は圧下位置がクレータエンド位置よりも１ｍを超えて下流側にあるため、センター
ポロシティー、中心偏析比ともに不良であった。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明の連続鋳造方法によれば、中心偏析およびポロシティーがなく、機械的特性が良
好な鋼板用の素材を製造することができる。

【図１】 【図２】



(15) JP 6772818 B2 2020.10.21

【図３】 【図４】



(16) JP 6772818 B2 2020.10.21

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｃ２２Ｃ  38/58     (2006.01)           Ｃ２２Ｃ   38/58     　　　　        　　　　　

    審査官  池ノ谷　秀行

(56)参考文献  特開平０６－２９７０９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１９８３９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１６－１７５１０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６１－０４９７６１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２２Ｄ　　１１／００－１１／２２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

