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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０１～０．３０％、Ｓｉ：０．０１～０．８０％、Ｍｎ：０．２０
～２．５０％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００７０％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０
０３～０．１００％を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる組成を有する鋼
素材を、１０００℃以上に加熱し、オーステナイト再結晶温度域において圧延後、オース
テナイト未再結晶温度域において累積圧下率４０％以上の圧延を実施した後、Ａｒ３変態
点以上の温度からオーステナイト再結晶温度域まで２℃／ｓｅｃ以上の昇温速度で加熱し
、さらに、Ａｒ３変態点以上の温度から６００℃以下に加速冷却して旧オーステナイト粒
径を１５μｍ以下、シャルピー衝撃試験における脆性破面遷移温度（ｖＴｒｓ）を－４０
℃以下とすることを特徴とする高強度高靭性鋼の製造方法。
【請求項２】
　鋼組成に、更に、質量％で、Ｃｕ：０．０１～２．０％、Ｎｉ：０．０１～９．０％、
Ｃｒ：０．０１～３．０％、Ｍｏ：０．０１～２．０％、Ｎｂ：０．００３～０．１％、
Ｖ：０．００３～０．５％、Ｔｉ：０．００５～０．２０％、Ｂ：０．０００５～０．０
０４０％、Ｃａ：０．０００１～０．００６０％、Ｍｇ：０．０００１～０．００６０％
、ＲＥＭ：０．０００１～０．０２００％のうちから選ばれた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に記載の高強度高靭性鋼の製造方法。
【請求項３】
　６００℃以下に加速冷却した後、さらに、Ａｃ１変態点以下の温度に焼戻すことを特徴
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とする請求項１または２に記載の高強度高靭性鋼の製造方法。
【請求項４】
　質量％で、Ｃ：０．０１～０．３０％、Ｓｉ：０．０１～０．８０％、Ｍｎ：０．２０
～２．５０％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００７０％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０
０３～０．１００％を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる組成を有する鋼
素材を、１０００℃以上に加熱し、オーステナイト再結晶温度域において圧延後、オース
テナイト未再結晶温度域において累積圧下率４０％以上の圧延を実施した後、Ａｒ３変態
点以上の温度からオーステナイト再結晶温度域まで２℃／ｓｅｃ以上の昇温速度で加熱し
、さらに、オーステナイト未再結晶温度域において累積圧下率１５％以上の圧延を行い、
Ａｒ３変態点以上の温度から６００℃以下に加速冷却して旧オーステナイト粒径を１５μ
ｍ以下、シャルピー衝撃試験における脆性破面遷移温度（ｖＴｒｓ）を－４０℃以下とす
ることを特徴とする高強度高靭性鋼の製造方法。
【請求項５】
　鋼組成に、更に、質量％で、Ｃｕ：０．０１～２．０％、Ｎｉ：０．０１～９．０％、
Ｃｒ：０．０１～３．０％、Ｍｏ：０．０１～２．０％、Ｎｂ：０．００３～０．１％、
Ｖ：０．００３～０．５％、Ｔｉ：０．００５～０．２０％、Ｂ：０．０００５～０．０
０４０％、Ｃａ：０．０００１～０．００６０％、Ｍｇ：０．０００１～０．００６０％
、ＲＥＭ：０．０００１～０．０２００％のうちから選ばれた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４に記載の高強度高靭性鋼の製造方法。
【請求項６】
　６００℃以下に加速冷却した後、さらに、Ａｃ１変態点以下の温度に焼戻すことを特徴
とする請求項４または５に記載の高強度高靭性鋼の製造方法。
【請求項７】
　前記累積圧下率４０％以上のオーステナイト未再結晶温度域圧延を行う前のオーステナ
イト再結晶温度域圧延中または同オーステナイト再結晶温度域圧延後に水冷を実施し、オ
ーステナイト未再結晶温度域まで空冷よりも速い速度で冷却することを特徴とする請求項
１乃至６のいずれかに記載の高強度高靭性鋼の製造方法。
【請求項８】
　前記オーステナイト未再結晶温度域において累積圧下率４０％以上の圧延を実施した後
のオーステナイト再結晶温度域への加熱後に、１５μｍ以下の平均オーステナイト粒径を
有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の高強度高靭性鋼の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、靭性に優れた鋼材の製造方法に関し、特に、造船、海洋構造物、建設機械、
建築、橋梁、タンク、鋼管、水圧鉄管などの溶接鋼構造物に利用する厚鋼板、形鋼、棒鋼
など種々の形状の鋼の製造方法として好適なものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　脆性破壊を起こす可能性のある大型の溶接構造物として使用される厚鋼板への要求性能
は、高強度化に加え高い靭性や溶接性の確保などますます過酷化する傾向にある。鋼板の
強度や板厚が増加すると、一般的に靭性は低下する傾向にあるので、厚鋼板の靭性の向上
技術としては、これまで、特許文献１および特許文献２には制御圧延や制御冷却が記載さ
れ、さらには、特許文献３には直接焼入れ-焼戻し技術が記載されており、これらＴＭＣ
Ｐ技術や圧延後に行うオンラインの熱処理技術の適用がなされてきた。
【０００３】
　靭性の向上には、結晶粒の微細化が有効であることが従来から知られており、様々な検
討がなされている。合金設計や圧延時の加熱温度や圧延温度などを工夫することによる細
粒化も検討されているが、現状では、圧延－冷却で得られる厚鋼板のオーステナイト粒径
は２０～３０μｍ程度が限界であり、圧延後の再加熱焼入れなどで得られる結晶粒径に比
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べても大きく、圧延－冷却ままあるいは、圧延－冷却－焼戻しプロセスでの靭性の向上に
は限界がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５７－１３４５１８号公報
【特許文献２】特開昭５９－８３７２２号公報
【特許文献３】特開昭６３－２２３１２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、これまでの厚板製造プロセスを用いた靭性向上には限界があり、更な
る靭性の向上が望まれている。本発明は、再加熱焼入れを必要としない、圧延－加速冷却
ままあるいは直接焼入れ－焼戻しプロセスにおいて、微細なオーステナイト粒径を得るこ
とにより、靭性を大幅に向上させる製造方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者等は、上記問題点を解決するため、オーステナイト粒径に及ぼす圧延時の加熱
・冷却・圧下パターンに着目して鋭意検討を行った結果、高強度鋼において、初めにオー
ステナイト再結晶温度域圧延を、次にオーステナイト未再結晶温度域圧延を実施し、その
後、オーステナイト再結晶温度域へ急速加熱することにより微細なオーステナイトが得ら
れ、その後の圧延・冷却条件の組合せにより、優れた靭性が得られることを知見した。
【０００７】
　すなわち、適正条件下の圧延時の加熱温度とオーステナイト再結晶温度域圧延により初
期オーステナイト粒径の粗大化を防止して均一なオーステナイト粒を得、その後の未再結
晶温度域圧延の累積圧下率を確保し、フェライト変態を生じさせることなく、Ａｒ３変態
点以上の温度から再結晶温度域に短時間で加熱することにより、微細な再結晶オーステナ
イトが得られること、さらにその後、微細なオーステナイト粒に対して未再結晶温度域圧
延を行うことにより、組織のいっそうの微細化が図られ、加速冷却後、または直接焼入れ
－焼戻し後に優れた強度および靭性が得られることを知見した。
本発明の要旨はつぎのとおりである。
【０００８】
　第一の発明は、質量％で、Ｃ：０．０１～０．３０％、Ｓｉ：０．０１～０．８０％、
Ｍｎ：０．２０～２．５０％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００７０％以下、ｓｏｌ
．Ａｌ：０．００３～０．１００％を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる
組成を有する鋼素材を、１０００℃以上に加熱し、オーステナイト再結晶温度域において
圧延後、オーステナイト未再結晶温度域において累積圧下率４０％以上の圧延を実施した
後、Ａｒ３変態点以上の温度からオーステナイト再結晶温度域まで２℃／sec以上の昇温
速度で加熱し、さらに、Ａｒ３変態点以上の温度から６００℃以下に加速冷却する工程を
有する高強度高靭性鋼の製造方法である。
【０００９】
　第二の発明は、鋼組成に、更に、質量％で、Ｃｕ：０．０１～２．０％、Ｎｉ：０．０
１～９．０％、Ｃｒ：０．０１～３．０％、Ｍｏ：０．０１～２．０％、Ｎｂ：０．００
３～０．１％、Ｖ：０．００３～０．５％、Ｔｉ：０．００５～０．２０％、Ｂ：０．０
００５～０．００４０％、Ｃａ：０．０００１～０．００６０％、Ｍｇ：０．０００１～
０．００６０％、ＲＥＭ：０．０００１～０．０２００％のうちから選ばれた１種または
２種以上を含有することを特徴とする第一の発明に記載の高強度高靭性鋼の製造方法であ
る。
【００１０】
　第三の発明は、６００℃以下に加速冷却した後、さらに、Ａｃ１変態点以下の温度に焼
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戻す工程を有する第一または第二の発明に記載の高強度高靭性鋼の製造方法である。
【００１１】
　第四の発明は、質量％で、Ｃ：０．０１～０．３０％、Ｓｉ：０．０１～０．８０％、
Ｍｎ：０．２０～２．５０％、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００７０％以下、ｓｏｌ
．Ａｌ：０．００３～０．１００％を含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる
組成を有する鋼素材を、１０００℃以上に加熱し、オーステナイト再結晶温度域において
圧延後、オーステナイト未再結晶温度域において累積圧下率４０％以上の圧延を実施した
後、Ａｒ３変態点以上の温度からオーステナイト再結晶温度域まで２℃／sec以上の昇温
速度で加熱し、さらに、オーステナイト未再結晶温度域において累積圧下率１５％以上の
圧延を行い、Ａｒ３変態点以上の温度から６００℃以下に加速冷却する工程を有する高強
度高靭性鋼の製造方法である。
【００１２】
　第五の発明は、鋼組成に、更に、質量％で、Ｃｕ：０．０１～２．０％、Ｎｉ：０．０
１～９．０％、Ｃｒ：０．０１～３．０％、Ｍｏ：０．０１～２．０％、Ｎｂ：０．００
３～０．１％、Ｖ：０．００３～０．５％、Ｔｉ：０．００５～０．２０％、Ｂ：０．０
００５～０．００４０％、Ｃａ：０．０００１～０．００６０％、Ｍｇ：０．０００１～
０．００６０％、ＲＥＭ：０．０００１～０．０２００％のうちから選ばれた１種または
２種以上を含有することを特徴とする第四の発明に記載の高強度高靭性鋼の製造方法であ
る。
【００１３】
　第六の発明は、６００℃以下に加速冷却した後、さらに、Ａｃ１変態点以下の温度に焼
戻す工程を有する第四または第五の発明に記載の高強度高靭性鋼の製造方法である。
【００１４】
　第七の発明は、前記累積圧下率４０％以上のオーステナイト未再結晶温度域圧延を行う
前のオーステナイト再結晶温度域圧延中または同オーステナイト再結晶温度域圧延後に水
冷を実施し、オーステナイト未再結晶温度域まで空冷よりも速い速度で冷却する工程を有
する第一乃至第六の発明のいずれかに記載の高強度高靭性鋼の製造方法である。
【００１５】
　第八の発明は、前記オーステナイト未再結晶温度域において累積圧下率４０％以上の圧
延を実施した後のオーステナイト再結晶温度域への加熱後に、１５μｍ以下の平均オース
テナイト粒径を有することを特徴とする第一乃至第七の発明のいずれかに記載の高強度高
靭性鋼の製造方法である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、再結晶域圧延と累積圧下率４０％以上の未再結晶域圧延の後に、再結
晶温度域への急速加熱を行うプロセスを有することにより、急速加熱ままで１５μｍ以下
のオーステナイト粒径が得られ、本プロセスを適用しない場合と比較して、破面遷移温度
を指標として約２０℃～６０℃の靭性向上が認められ、強度－靭性バランスが向上し、産
業上極めて有用である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００１８】
　１．成分組成について
　成分組成における％は全て質量％とする。
【００１９】
　Ｃ：０．０１～０．３０％
Ｃは鋼板の強度を確保するため、少なくとも０．０１％の添加が必要であり０．３０％を
超えて添加すると、著しく溶接性を低下させ、また母材靱性を低下させるため、Ｃ量は、
０．０１～０．３０％の範囲とする。
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【００２０】
　Ｓｉ：０．０１～０．８０％
　Ｓｉは脱酸に必要な元素であるが、０．０１％未満ではその効果は少なく、０．８０％
を超えて添加すると溶接性および母材靭性を著しく低下させるため、Ｓｉ量は０．０１～
０．８０％の範囲とする。
【００２１】
　Ｍｎ：０．２０～２．５０％
　ＭｎはＣと同様に鋼板の強度を確保するために必要であるが、過剰に添加すると溶接性
を損なう問題があるため、Ｍｎ量は０．２０～２．５０％の範囲とする。
【００２２】
　Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．００７０％以下
　Ｐ、Ｓは不純物として鋼中に不可避的に含有される元素であり、鋼母材や、溶接熱影響
部の靭性を劣化させるため、経済性を考慮して可能な範囲で低減することが好ましく、Ｐ
量、Ｓ量はそれぞれ０．０２０％以下、０．００７０％以下とする。
【００２３】
　ｓｏｌ．Ａｌ：０．００３～０．１００％
　Ａｌは脱酸元素であり、ｓｏｌ．Ａｌ量が０．００３％未満ではその効果は十分ではな
く、過剰に添加すると靭性の劣化をもたらすため、ｓｏｌ．Ａｌ量は０．００３～０．１
００％の範囲とする。
【００２４】
　本発明の基本成分組成は以上であるが、更に所望の特性を向上させる場合は、Ｃｕ、Ｎ
ｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｖ、Ｔｉ、Ｂ、Ｃａ、Ｍｇ、ＲＥＭの１種または２種以上を選択
元素として添加することができる。
【００２５】
　Ｃｕ：０．０１～２．０％
　Ｃｕは強度を増加させるために添加することができる元素で０．０１％以上添加すると
その効果を発揮し、２．０％を超えて添加すると、熱間脆性により鋼板表面の性状を劣化
するため、添加する場合、その量は０．０１～２．０％の範囲とする。
【００２６】
　Ｎｉ：０．０１～９．０％
　Ｎｉは母材の強度を増加させつつ靭性も向上させることが可能な元素である。０．０１
％以上の添加で効果を発揮し、９．０％超えでは効果が飽和し経済的に不利であるので、
Ｎｉを添加する場合は、その量は０．０１～９．０％の範囲とする。
【００２７】
　Ｃｒ：０．０１～３．０％
　Ｃｒは強度を増加するのに有効であり、０．０１％以上添加するとその効果を発揮し、
３．０％を超えて添加すると、靭性を劣化させるため、Ｃｒを添加する場合、その量は０
．０１～３．０％の範囲とする。
【００２８】
　Ｍｏ：０．０１～２．０％
　Ｍｏは強度を増加するのに有効であり、０．０１％以上添加するとその効果を発揮し、
２．０％を超えて添加すると、著しく靭性を劣化させるとともに経済性を損なうため、Ｍ
ｏを添加する場合、その量は０．０１～２．０％の範囲とする。
【００２９】
　Ｎｂ：０．００３～０．１％、Ｖ：０．００３～０．５％
　Ｎｂ、Ｖは母材の強度と靭性を向上させる元素であり、いずれも０．００３％以上の添
加で効果を発揮する。またそれぞれ０．１％、０．５％を超えるとかえって靭性の低下を
招くおそれがある。従って、これらの元素を添加する場合、Ｎｂ量は０．００３～０．１
％の範囲、Ｖ量は０．００３～０．５％の範囲とする。
【００３０】
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　Ｔｉ：０．００５～０．２０％
　Ｔｉは母材の靭性確保や溶接熱影響部での靭性確保に効果があるので添加することがで
き、この効果は、０．００５％以上の含有で生じる。しかし０．２０％を超えて添加する
と靭性が劣化するため添加する場合には、０．００５～０．２０％の範囲とする。
【００３１】
　Ｂ：０．０００５～０．００４０％
　Ｂは鋼の焼入れ性を向上させる元素であり、この効果によって強度を増加させることが
できる。この効果は０．０００５％以上の添加で顕著になり、０．００４０％を超えて添
加しても効果は飽和するため、Ｂを添加する場合、その量は０．０００５～０．００４０
％の範囲とする。
【００３２】
　Ｃａ：０．０００１～０．００６０％、Ｍｇ：０．０００１～０．００６０％、ＲＥＭ
：０．０００１～０．０２００％
　Ｃａ、Ｍｇ、ＲＥＭは鋼中のＳを固定して鋼板の靭性を向上させる働きがあり、０．０
００１％以上の添加で効果がある。しかし、それぞれ０．００６０％、０．００６０％、
０．０２００％を超えて添加すると鋼中の介在物量が増加し靭性をかえって劣化させる。
従って、これらの元素を添加する場合、Ｃａ量は０．０００１～０．００６０％、Ｍｇ量
は０．０００１～０．００６０％、ＲＥＭ量は０．０００１～０．０２００％の範囲とす
る。　
なお、上記した成分以外の残部は、Ｆｅおよび不可避的不純物からなる。
【００３３】
　２．製造条件について
　上記した組成を有する鋼を、転炉、電気炉等の溶製手段で常法により溶製し、連続鋳造
法または造塊～分塊法等で常法によりスラブ等の鋼素材とすることが好ましい。なお、溶
製方法、鋳造法については上記した方法に限定されるものではない。その後、性能所望の
形状に圧延し、圧延中または圧延後に、冷却および加熱を行う。
【００３４】
　（１）加熱温度
　鋳造後、鋼片温度が室温まで低下してからあるいは高温の状態で、鋼片を加熱炉に挿入
して鋼片加熱温度は１０００℃以上とする。鋼片加熱温度は、靭性確保の観点からはより
低温が好ましいが、１０００℃未満では鋼片厚中央の未厚着ザクが残存して、板厚１／２
部性能を劣化させる可能性があることと、Ｎｂ，Ｖなどを添加した場合には十分に固溶し
ないため、１０００℃以上とする。また、過度の高温に加熱すると初期オーステナイト粒
が粗大化し、靭性が劣化するので、通常、鋼片加熱温度は１３００℃以下とするが、より
好ましくは１１５０℃以下である。
【００３５】
　（２）１次圧延
　１次圧延は、鋼片等の鋼素材を、所望の形状とするために行い、オーステナイト再結晶
温度域で１パス以上の圧下を行い、引き続き、オーステナイト未再結晶温度域で累積圧下
率４０％以上の圧延を行う。オーステナイト再結晶温度域圧延は加熱時のオーステナイト
粒をある程度まで均一微細化するのに必要であり、１パス以上、好ましくは累積圧下率が
２０％以上の圧延を行う。その後のオーステナイト未再結晶温度域圧延は、圧下率が小さ
いと、その後急速加熱後のミクロ組織微細化効果が発揮できないため、累積圧下率４０％
以上を確保する。また、圧下率は高い方が好ましいが、工業的には８０％程度が上限とな
る。
【００３６】
　また、オーステナイト再結晶温度域圧延の後、オーステナイト未再結晶温度域圧延を開
始するまでの間は、空冷で待ってもよいが、オーステナイト再結晶温度域圧延中あるいは
同オーステナイト再結晶温度域圧延後に水冷により冷却を行い、オーステナイト未再結晶
温度域圧延までの時間を空冷よりも短縮する方が効率的にも好ましく、また、空冷の場合
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に比べて水冷による冷却の方が再結晶オーステナイトの成長を抑制する効果があり、組織
の微細化に対して、より有効である。
【００３７】
　（３）１次圧延後の急速加熱
　オーステナイト未再結晶温度域圧延の後、温度がＡｒ３変態点を下回ることのない温度
域から、オーステナイト再結晶温度域までを２℃／ｓｅｃ以上の昇温速度で加熱する。加
熱方法は特に限定しないが、高周波誘導加熱が好ましい。
【００３８】
　加熱開始温度がＡｒ３変態点を下回れば、フェライト変態が起こり、再加熱時に逆変態
によりオーステナイトは微細化されるが、その後の加熱時の加熱温度代が大きくなり効率
および経済性を損なうとともに、Ｎｂ炭化物などの析出・粗大化が促進され、混粒組織と
なりやすく靭性低下の原因となるので、Ａｒ３変態点以上の温度から昇温を開始するのが
良い。この場合の最高加熱温度はオーステナイト再結晶温度域内であることが必要であり
、（オーステナイト再結晶温度の下限＋１００℃）以下の低温が好ましい。必要以上に温
度を上げるとオーステナイト粒の成長が起こり、オーステナイトの微細化効果が得られな
いためである。
【００３９】
　また、昇温速度は、２℃／ｓｅｃ以下では、再結晶の前に加工組織の回復や、ＮｂやＴ
ｉなどの炭化物の加工誘起析出が起こり、靭性を劣化させるため、２℃／ｓｅｃ以上とす
る。加熱後の保持は行ってもよいが、再結晶が完了するとその後に粒成長が起こるため、
必要以上の保持は行うべきではなく、短時間が好ましい。
【００４０】
　以上説明したように、初期オーステナイト粒径を制御した上でオーステナイト未再結晶
温度域圧延の累積圧延率を確保し、オーステナイト再結晶温度域に急速に加熱することに
より、オーステナイトの微細化が達成される。条件を整えることにより、結晶粒径が１５
μｍ以下や１０μｍ以下のオーステナイト粒が得られる。
【００４１】
　なお、前記オーステナイト再結晶温度域に加熱時のオーステナイト粒の形態は、その後
の圧延・冷却・熱処理後、オーステナイト粒界を優先的に腐食する腐食液で腐食して、金
属組織を観察することにより、旧オーステナイト粒界として観察することができる。よっ
て、この組織観察結果から線分法や画像処理などの方法により求められる、旧オーステナ
イト粒の円相当径を以って、前記加熱時のオーステナイト粒径を把握することができる。
【００４２】
　（４）２次圧延
　急速加熱後は、ミクロ組織のいっそうの微細化やオースフォーム効果を得ることを目的
として、さらに圧延を行うことができる。その場合はオーステナイト未再結晶温度域で行
い、その効果を発揮するにはこの温度域において１５％以上の累積圧下率が必要である。
【００４３】
　（５）加速冷却
　加速冷却は、オーステナイト再結晶温度域に急速加熱した鋼板あるいは、その後累積圧
下率１５％以上のオーステナイト未再結晶温度域圧延を行った鋼板に対して行い、Ａｒ３

変態点以上の温度から６００℃以下の温度まで行う。Ａｒ３変態点未満の温度から行った
場合には一部フェライトが生成するため、所定の強度が得られない。また、６００℃以上
で冷却を停止した場合も同様である。冷却速度は、空冷以上の冷却速度が必要であり、１
０℃／ｓｅｃの強冷却が好ましい。冷却方法は特に限定しないが、水冷による冷却が好ま
しい。
【００４４】
　（６）焼戻し
　加速冷却後、必要に応じ、焼戻しを行う。焼戻しは、主として、加速冷却により焼入れ
を行った鋼材に対して、強度・靭性バランスの適正化、残留応力の軽減などの目的で行わ
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いが、圧延ライン上の高周波誘導加熱装置などの急速加熱装置で実施することが、靭性お
よび効率の点で好ましい。
【００４５】
　なお、焼入れ焼戻しプロセスによらず、加速冷却ままの状態で製品となるいわゆる非調
質鋼の場合には、通常、焼戻しを実施しない。
【００４６】
　ここで、本発明における鋼材温度は、鋼材の表面と中心部の平均温度を示している。Ａ
ｒ３、Ａｃ１変態点は鋼成分によって異なる。Ａｒ３、Ａｃ１変態点は下式によって求め
ることができる。但し、各式において、各元素記号は各元素の含有量（質量％）を示す。
Ａｒ３＝９１０－２７３Ｃ－７４Ｍｎ－５６Ｎｉ－１６Ｃｒ－９Ｍｏ－５Ｃｕ
Ａｃ１＝７５１－２６．６Ｃ＋１７．６Ｓｉ－１１．６Ｍｎ－１６９Ａｌ－２３Ｃｕ－２
３Ｎｉ＋２４．１Ｃｒ＋２２．５Ｍｏ＋２３３Ｎｂ－３９．７Ｖ－５．７Ｔｉ－８９５Ｂ
一方、オーステナイト再結晶温度域の下限温度は、鋼組成のほか、結晶粒径や加工履歴や
歪量などの影響を受けるが、概ね800～950℃の範囲にある。事前に予備試験をして調査す
ることにより、前記下限温度を推測することができる。
【００４７】
　本発明は厚鋼板、形鋼、棒鋼など種々の形状の鋼製品に適用可能である。本発明で「厚
鋼板」とは、板厚６ｍｍ以上の鋼板を指すものとする。
【実施例】
【００４８】
　表１に示す組成の鋼を転炉で溶製し、連続鋳造法で２５０ｍｍ厚のスラブ（鋼素材）と
し、表２および表３に示す熱間圧延条件により１０～４０ｍｍ厚の鋼板を作製した。表１
において、鋼種Ｚの供試鋼は成分組成のいずれかが本発明の範囲外となっている。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
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【表２】

【００５１】
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【表３】

【００５２】
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　得られた厚鋼板について、板厚方向１／４の位置から平行部直径６ｍｍφの引張試験片
を採取して、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１（１９９８）の規定に準拠して引張試験を実施し、引
張強さＴＳおよび０．２％耐力ＹＳを求めた。
【００５３】
　また、板厚方向１／４の位置からＪＩＳ　Ｚ　２２０２（１９９８）の規定に準拠して
、Ｖノッチ標準寸法のシャルピー衝撃試験片を採取して、ＪＩＳ　Ｚ　２２４２（１９９
８）の規定に準拠して衝撃試験を実施し、破面遷移温度ｖＴｒｓを求めた。
【００５４】
　更に、板厚方向１／４の位置から組織観察用試験片を採取し、オーステナイト粒界を優
先的に腐食する腐食液で腐食後、光学顕微鏡により平均旧オ－ステナイト粒径（円相当径
）を線分法にて測定した。これは、高温時のオーステナイトの粒界に相当する部分を腐食
により現出するものであるが、観察時にはベイナイトやマルテンサイトなど、他の相に変
態した後の状態なので、観察時に現存する組織と区別するために「旧オーステナイト（粒
径）」などと称するものである。
【００５５】
　表４および表５に試験結果を示す。
【００５６】
【表４】

【００５７】
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【表５】

【００５８】
　ここでは、引張強度９５０ＭＰａ以上で、シャルピー衝撃試験における脆性破面遷移温
度（ｖＴｒｓ）が－４０℃以下、旧オーステナイト粒径は１５μｍ以下を発明例とした。
【００５９】
　成分組成、製造条件の規定のいずれかが本発明範囲外となった鋼板Ｎｏ．４、５、９、
１０、１４、３０は、本発明例鋼板Ｎｏ．１～３、６～８、Ｎｏ．１１～１３、Ｎｏ.１
５～２８と比較して靱性が劣っている。なお、鋼板Ｎｏ．５は、１次圧延終了温度がオー
ステナイト未再結晶温度域内の比較的高温域であったため、オーステナイト未再結晶温度
域での圧延の累積圧下率が本発明の範囲よりも小さくなり、かつ、再加熱がない条件であ
ったので、靱性が低下した例である。
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