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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０３０～０．０８０％、Ｓｉ：０．０１～０．１０％、Ｍｎ：１．
２０～２．４０％、Ｐ：０．００８％以下、Ｓ：０．０００５～０．００４０％、Ａｌ：
０．００５～０．０８０％、Ｎｂ：０．００３～０．０４０％、Ｔｉ：０．００３～０．
０４０％、Ｎ：０．００３０～０．０１００％、Ｂ：０．０００３～０．００３０％を含
有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる成分組成を有し、かつ、板厚方向と板幅
方向のそれぞれでのビッカース硬さ（ＨＶ）の変動幅：ΔＨＶが３０以下であることを特
徴とする大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
【請求項２】
　更に、質量％で、Ｃｕ：１．００％以下、Ｎｉ：１．００％以下、Ｃｒ：１．００％以
下、Ｍｏ：０．５０％以下、Ｖ：０．１０％以下の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に記載の大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
【請求項３】
　更に、質量％で、Ｃａ：０．０００５～０．００５０％、Ｚｒ：０．００１～０．０２
０％、ＲＥＭ：０．００１～０．０２０％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または２に記載の大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の成分組成の鋼素材を１０００～１３００℃に加
熱後、熱間圧延し、鋼板表面での噴射流の衝突圧が１ＭＰａ以上の条件で噴射流を鋼板表
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面に衝突させることによりデスケーリングを行い、その後、直ちに、鋼板の平均冷却速度
：１０℃／ｓ以上、鋼板の平均冷却停止温度：２００～６００℃で加速冷却を行うことを
特徴とする板厚方向と板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ（ＨＶ）の変動幅：ΔＨＶ
が３０以下であることを特徴とする大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板の製造方
法。
【請求項５】
　加速冷却停止後、Ａｃ１変態点以下で焼き戻すことを特徴とする請求項４記載の厚鋼板
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船舶、海洋構造物、建築、鋼管分野などの各種鋼構造物に使用され、特に大
入熱溶接が適用される厚鋼板およびその製造方法として好適なものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　船舶、海洋構造物、建築、鋼管等の分野で使用される鋼構造物は、溶接接合により所望
の形状の構造物に仕上げられるのが一般的である。したがって、これらの構造物は、安全
性を確保する観点から、使用される鋼材の基本となる母材特性、すなわち強度、靱性、伸
びの確保に加えて、溶接部の特性、主に継手強度、継手靱性にも優れていることが要請さ
れている。
【０００３】
　さらに、近年では、上記船舶や鋼構造物は大型化する傾向にあるため、使用される鋼材
も高強度化や厚肉化が要望される一方で、鋼材重量の大幅な増加による調達コスト増加を
抑制するという観点も注目されている。このため、適用する鋼板の強度・板厚が過大にな
らないような設計を取り入れ、且つ溶接施工には、サブマージアーク溶接やエレクトロガ
ス溶接、エレクトロスラグ溶接などの高能率で大入熱の溶接方法を適用し、全体的な製造
コストの合理化を指向するようになってきている。具体的には、上述の大入熱溶接の適用
を前提として、強度や板厚がさほど過大でない、強度クラスとしては引張強さで５５０～
７５０Ｎ／ｍｍ２級程度まで、板厚が５０ｍｍ以下の鋼板の適用拡大が見込まれている。
【０００４】
　一般的に上記強度クラス、板厚の厚鋼板は、鋼板の特性の向上や合金元素の削減、さら
には熱処理の省略などを目的として、制御圧延と加速冷却を組み合わせた、所謂ＴＭＣＰ
技術により製造される。ＴＭＣＰ技術は高冷却速度が確保出来るため、比較的低成分で母
材強度を確保可能という利点がある。その一方で、鋼板内部に比べて鋼板の表面が急冷さ
れるため、鋼板内部に比べて鋼板表面近傍の硬さが高くなり、板厚方向の硬さ分布にばら
つきが生じることがある。また、加速冷却が鋼板全面に渡って均一でない場合もあり、鋼
板内の材質均一性、具体的には鋼板の伸び特性への影響が懸念される。
【０００５】
　上記の問題を解決するため、従来からＴＭＣＰ技術の一環として種々の解決策が提案さ
れており、例えば特許文献１には、加速冷却に際して、冷却速度を３～１２℃／ｓという
比較的低い冷却速度に制御することにより、板厚中心部に対する表面の硬さ上昇を抑える
方法が、また、特許文献２には、冷却過程で、フェライトが析出する温度域で待機を行う
ことにより、鋼板の組織をフェライトとベイナイトの２相組織とし、表層と板厚中心部の
硬さの差を低減した、板厚方向の材質差が小さい鋼板の製造方法が開示されている。さら
に、鋼板表面のスケール性状と鋼板の加速冷却時の冷却速度に着目した視点から、特許文
献３，４には、冷却直前にデスケーリングを行うことにより、スケール性状に起因した冷
却むらを低減し、鋼板形状を改善する方法が開示されている。これらの技術はいずれも、
材質均一性を担保すると共に、結晶粒を微細化することによる高靭化も同時に達成出来る
技術と解釈される。
【０００６】
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　一方で、上述したように鋼板の溶接施工には施工効率の高い大入熱溶接が適用される傾
向にあるが、大入熱溶接により形成される溶接熱影響部（ＨＡＺ［Ｈｅａｔ　Ａｆｆｅｃ
ｔｅｄ　Ｚｏｎｅ］とも言う）においては、上述した各種制御圧延・加速冷却プロセスに
よる結晶粒微細化効果が消失してしまうことによる継手靱性の低下や、継手軟化域の形成
による継手強度の低下が同時に発生し、それらを併せて解決する対策が求められる。
【０００７】
　中でも広く知られている対策としては、溶接中の高温域で比較的安定なＴｉＮを鋼中に
微細分散させることによりオーステナイト粒の粗大化を抑制する技術や、特許文献５に記
載の如く、鋼中に適量のＴｉ，Ｂを添加させることにより、継手低温靱性の低下を補填す
る方法がある。
【０００８】
　さらに、特許文献６に記載の如く、鋼中のＮｂ添加量を最適化することにより、鋼板の
高強度化と継手特性、特にＨＡＺ靱性の両立を図る方法が開示されている。しかしながら
、文献５、および６に代表される大入熱溶接対策手法が、鋼板材質の均質性に及ぼす影響
は検証されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特公平７－１１６５０４号公報
【特許文献２】特許第３９１１８３４号公報
【特許文献３】特開平９－５７３２７号公報
【特許文献４】特許第３７９６１３３号公報
【特許文献５】特開２００５－２４７６号公報
【特許文献６】特開２０１１－０７４４４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記の現状に鑑み開発されたもので、大入熱溶接継手部に要求される諸特性
を具備させると共に、鋼板の板厚方向および板幅方向の硬さのばらつきを軽減することに
より鋼板の材質、特にその全厚伸び特性を向上させた板厚５０ｍｍ以下の厚鋼板を、その
有利な製造方法と共に提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は上記課題を解決するため、大入熱溶接対策としての成分設計適正化に加えて、
鋼板内の材質均質性を向上させるための製造条件の検討、および所定の均質性を満足させ
るために具備されるべき材質閾値に関して数多くの実験・検討を行った後に得られたもの
である。すなわち本発明は、
１．質量％で、Ｃ：０．０３０～０．０８０％、Ｓｉ：０．０１～０．１０％、Ｍｎ：１
．２０～２．４０％、Ｐ：０．００８％以下、Ｓ：０．０００５～０．００４０％、Ａｌ
：０．００５～０．０８０％、Ｎｂ：０．００３～０．０４０％、Ｔｉ：０．００３～０
．０４０％、Ｎ：０．００３０～０．０１００％、Ｂ：０．０００３～０．００３０％を
含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる成分組成を有し、かつ、板厚方向と板
幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ（ＨＶ）の変動幅：ΔＨＶが３０以下であることを
特徴とする大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
２．更に、質量％で、Ｃｕ：１．００％以下、Ｎｉ：１．００％以下、Ｃｒ：１．００％
以下、Ｍｏ：０．５０％以下、Ｖ：０．１０％以下の１種または２種以上を含有すること
を特徴とする１に記載の大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
３．更に、質量％で、Ｃａ：０．０００５～０．００５０％、Ｚｒ：０．００１～０．０
２０％、ＲＥＭ：０．００１～０．０２０％の１種または２種以上を含有することを特徴
とする１または２に記載の大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板。
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４．１乃至３のいずれか一つに記載の成分組成の鋼素材を１０００～１３００℃に加熱後
、熱間圧延し、鋼板表面での噴射流の衝突圧が１ＭＰａ以上の条件で噴射流を鋼板表面に
衝突させることによりデスケーリングを行い、その後、直ちに、鋼板の平均冷却速度：１
０℃／ｓ以上、鋼板の平均冷却停止温度：２００～６００℃で加速冷却を行うことを特徴
とする板厚方向と板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ（ＨＶ）の変動幅：ΔＨＶが３
０以下であることを特徴とする大入熱溶接特性と材質均質性に優れた厚鋼板の製造方法。
５．加速冷却停止後、Ａｃ１変態点以下で焼き戻すことを特徴とする４記載の厚鋼板の製
造方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、材質均質性と大入熱溶接継手特性の両者に優れた厚鋼板とその製造方
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】
【００１３】
　以下、本発明の限定条件を説明する。なお、化学成分における％は全て質量％とする。
Ｃ：０．０３０～０．０８０％
Ｃは、鋼材の強度を高める元素であり、構造用鋼として必要な強度を確保するためには、
０．０３０％以上の添加が必要である。一方、０．０８０％を超えると、大入熱溶接ＨＡ
Ｚ中に島状マルテンサイトが生成し易くなるため、上限は０．０８０％とする。好ましく
は、０．０４０～０．０７０％の範囲である。
【００１４】
　Ｓｉ：０．０１～０．１０％
Ｓｉは、鋼を溶製する際の脱酸剤として添加される元素であり、０．０１％以上の添加が
必要である。しかし、０．１０％を超えると、大入熱溶接ＨＡＺ中に島状マルテンサイト
が生成し、靱性の低下を招きやすくなる。よって、Ｓｉは０．０１～０．１０％の範囲と
する。
【００１５】
　Ｍｎ：１．２０～２．４０％
ＭｎはＣと同様に、鋼板母材の強度を高める元素であり、構造用鋼として必要な強度を確
保するために、１．２０％以上の添加が必要である。また他の合金成分に比較して安価で
あることから、積極的な添加が有効であるが、２．４０％を超えると焼入性が過剰となり
、母材靱性が低下するとともに溶接性を損なう。従ってＭｎ量は１．２０～２．４０％と
する。好ましくは１．５０％～２．２０％の範囲である。
【００１６】
　Ｐ：０．００８％以下
Ｐは不純物として鋼中に含有される元素の一つであるが、鋼板母材および、大入熱ＨＡＺ
部の靱性を低下させるため、０．００８％以下とする。素材溶製時の経済性を考慮した上
で可能な範囲で低減することが好ましい。
【００１７】
　Ｓ：０．０００５～０．００４０％
ＳはＰと同様不純物として鋼中に含有される元素の一つであるが、Ｐと異なり、ＭｎＳや
ＣａＳ、ＲＥＭ－Ｓなどの硫化物として存在した場合にフェライトの生成核となり、大入
熱ＨＡＺ部靱性を向上させる効果を現す。この効果は０．０００５％以上の添加で有効で
ある。一方で過剰の添加は多量の硫化物生成を招き、母材靱性を低下させるようになる。
従って、Ｓ量は０．０００５～０．００４０％の範囲とする。
【００１８】
　Ａｌ：０．００５～０．０８０％
Ａｌは、鋼の脱酸のために添加される元素であり、０．００５％以上含有させる必要があ
る。一方で、０．０８０％を超えて添加すると、介在物量が過剰となり、母材の靱性を低
下させる。従って、Ａｌは０．００５～０．０８０％の範囲とする。好ましくは０．０１
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０～０．０６０％とする。
【００１９】
　Ｎｂ：０．００３～０．０４０％
Ｎｂは、添加により未再結晶温度域を拡大させる効果を有し、鋼板母材の強度靱性を確保
するのに有効な元素である。しかし、０．００３％未満の添加では上記効果が小さく、一
方で０．０４０％を超えて添加すると、大入熱溶接ＨＡＺに島状マルテンサイトを生成さ
せ、靱性を低下させる。このため、Ｎｂは０．００３～０．０４０％の範囲とする。好ま
しくは、０．００５～０．０２５％の範囲である。
【００２０】
　Ｔｉ：０．００３～０．０４０％
Ｔｉは、凝固時にＴｉＮとして析出し、特に溶接熱影響部のオーステナイト粒の粗大化を
抑制し、且つ、フェライトの変態核となるなど、大入熱溶接ＨＡＺの高靭化に極めて有用
な元素である。この効果を得るためには、０．００３％以上の添加が必要である一方で、
０．０４０％を超えて添加すると、析出したＴｉＮが粗大化し、上記効果が得られにくく
なる。よって、Ｔｉは、０．００３～０．０４０％の範囲とする。好ましくは、０．００
５～０．０２５％の範囲である。
【００２１】
　Ｎ：０．００３０～０．０１００％
Ｎは、上述したＴｉＮの生成、また、後述するＢ窒化物の形成に必要な元素であり、本発
明において最も重要な元素の一つである。これらの窒化物を大入熱溶接ＨＡＺ部において
生成させ、靱性向上に有効に寄与させるためには、０．００３０％以上含有させる必要が
ある。一方で、０．０１００％を超えて添加すると、溶接入熱条件によってはＴｉＮが溶
解する領域における固溶Ｎ量が増加し、溶接ＨＡＺ部の靱性を低下させる場合がある。従
って、Ｎは、０．００３０～０．０１００％の範囲とする。好ましくは、０．００４０～
０．００７０％の範囲である。
【００２２】
　Ｂ：０．０００３～０．００３０％
Ｂは固溶状態で存在する場合は粒界に偏在して焼入性を確保し、母材強度の確保に寄与す
ると共に、Ｂ窒化物として存在する場合はフェライト核として作用し、大入熱溶接ＨＡＺ
靱性を高める効果の両方に寄与する、本発明で最も重要な元素の一つである。含有量が０
．０００３％未満では前者の効果が得られず、また、０．００３０％を超えて添加すると
Ｂ窒化物を上回る固溶Ｂが多量に存在することになり、大入熱溶接ＨＡＺ靱性を低下させ
る。従ってＢは０．０００３～０．００３０％の範囲とする。
【００２３】
　本発明の基本成分組成は以上で、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなるが、更に所
望の特性を向上させる場合は、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｃａ、Ｚｒ、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。
【００２４】
　Ｃｕ：１．００％以下
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あるが、１．００％を超えて
添加すると、熱間脆性により鋼板母材表面の性状を劣化させるため、添加する場合、その
量は１．００％以下の範囲とすることが好ましい。
【００２５】
　Ｎｉ：１．００％以下
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。１．００％
を超えて添加した場合、効果が飽和するとともに経済的に不利となるため、添加する場合
、その量は１．００％以下の範囲とすることが好ましい。
【００２６】
　Ｃｒ：１．００％以下
Ｃｒは強度を増加させるために有効な元素であるが、１．００％を超えて添加すると、母
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材靭性を劣化させるため、添加する場合、その量は１．００％以下の範囲とすることが好
ましい。
【００２７】
　Ｍｏ：０．５０％以下
Ｍｏは母材強度を増加するのに有効な元素であるが、０．５０％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、添加する場合、その量は０．５０％
以下の範囲とすることが好ましい。
【００２８】
　Ｖ：０．１０％以下
Ｖは母材強度を増加するのに有効な元素であるが、０．１０％を超えて添加すると、著し
く靭性を劣化させるため、添加する場合、その量は０．１０％以下の範囲とすることが好
ましい。
【００２９】
　Ｃａ：０．０００５～０．００５０％、Ｚｒ：０．００１～０．０２０％およびＲＥＭ
：０．００１～０．０２０％
Ｃａ、Ｚｒ、ＲＥＭは鋼中のＳを固定して鋼板の靭性を向上させる効果があり、強い硫化
物形成元素であるＣａは０．０００５％以上で、また、ＺｒおよびＲＥＭに関しては０．
００１％以上の添加でそれぞれ効果が得られる。しかしながら、Ｃａ、Ｚｒ、ＲＥＭのそ
れぞれの量が０．００５０％、０．０２０％、０．０２０％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
は０．０００５～０．００５０％、Ｚｒは０．００１～０．０２０％、ＲＥＭは０．００
１～０．０２０％の範囲とすることが好ましい。
【００３０】
　板厚方向および板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ（ＨＶ）の変動幅：ΔＨＶが３
０以下
本規定は、本発明内でも最も重要な要件の一つで有り、材質の均質性、特に母鋼板全厚の
伸び特性に多大な影響を及ぼす。板厚方向および板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ
（ＨＶ）の変動幅（ΔＨＶ）が３０超えである鋼板は、母鋼板の引張試験時にその硬さが
相対的に低位となる部位で優先的にくびれが生じるため、全厚の伸び特性が著しく低下す
る。このため、硬さの変動幅（ばらつき）はビッカース硬度で３０以下の範囲、望ましく
は２０以下とする。このような鋼板を鋼板内の材質均質性に優れた鋼板とする。硬さ試験
方法は実施例において詳述する。
【００３１】
　上記成分組成を有する鋼を、転炉あるいは電気炉等の常法の方法を用いて溶製し、連続
鋳造法あるいは造塊法等の常法の工程により、鋼板製造のためのスラブなどの鋼素材とす
ることが好ましい。以下、本発明で規定する鋼板製造条件の限定理由に関して説明する。
本発明における鋼材温度は、鋼材の表面と中心部（板厚の１／２部）の平均温度とする。
【００３２】
　加熱温度：１０００～１３００℃
鋳造後のスラブなどの鋼素材は、室温まで冷却した後、あるいは高温の状態のままで、加
熱炉に装入し、鋼素材温度を１０００℃以上とする。鋼素材の加熱温度は、主にＮｂ炭窒
化物を溶解せしめ、固溶Ｎｂを十分に確保する観点から下限を１０００℃とした。また、
鋼素材温度が１３００℃を超える場合、加熱時のオーステナイト粒の粗大化が起こり母材
靱性に悪影響を及ぼすため上限は１３００℃とした。なお、望ましい鋼素材温度は１００
０～１２５０℃、より望ましくは１０５０～１２００℃である。
【００３３】
　未再結晶温度域において累積圧下率４０％以上の圧延
加熱された鋼スラブは、再結晶温度域での熱間圧延後、未再結晶温度域にて制御圧延を行
う。再結晶温度域における圧延は、加熱時のオーステナイト粒を微細化するために実施す
ることが好ましく、１パス以上、好ましくは累積圧下率２０％以上行うのが望ましい。こ
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の再結晶温度域での熱間圧延後に未再結晶温度域において実施する制御圧延はその圧下率
が小さい場合、所定の母材靱性を得ることが出来ない。このため、未再結晶温度域におけ
る圧延の累積圧下率の下限を４０％と規定する。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。
【００３４】
　なお、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。
【００３５】
　また、圧延終了温度は組織の均一性の観点から、Ａｒ３変態点以上であることが好まし
い。
【００３６】
　加速冷却前のデスケーリングの実施
加速冷却の直前に高衝突圧の噴射流を鋼板表面に衝突させることによるデスケーリングを
行う。鋼板内の材質均一性に優れた厚鋼板とするためには、鋼板内の硬さのばらつきを低
減することが必要であり、特に鋼板内部の強度を保ちながら、表層部の硬さのばらつきを
抑制することが重要である。
【００３７】
　圧延後の鋼板においては、圧延前および圧延中のデスケーリング等により幅方向にスケ
ールの厚さにむらが生じることがある。また、スケールが厚い場合には、部分的にスケー
ルの剥離が生じることがある。圧延後の冷却の際に、スケール厚さにばらつきがあると、
その厚さに応じて鋼板表面の冷却速度も変化し、その冷却速度に応じて鋼板表面の硬さも
変化する。鋼板を高強度化するためには、加速冷却時の冷却速度を大きくすることが有効
であるが、高冷却速度での冷却では表層硬さに及ぼすスケール厚さの影響が顕著になるた
め、スケール厚さにむらがあると硬さのばらつきが増大して鋼板内の材質均一性が劣化す
る。
【００３８】
　本発明では、加速冷却の直前に高衝突圧の噴射流によるデスケーリングを実施し、スケ
ール厚さを冷却速度に大きな差が生じない、１５μｍ以下まで均一に薄くする。すなわち
、加速冷却後の鋼板のスケール厚さを１５μｍ以下とした場合に、板厚方向の硬さのばら
つきがΔＨＶ３０以下、且つ板幅方向の硬さのばらつきも同様にΔＨＶ３０以下となる。
【００３９】
　加速冷却直前の鋼板のスケール厚みを測定することは困難であるが、加速冷却前のスケ
ール厚みは加速冷却後のスケール厚みによって推定することができ、冷却後の鋼板のスケ
ール厚みが１５μｍ以下となるように冷却直前にデスケーリングを行うことによって、所
望の効果が得られることが解明された。冷却直前での高衝突圧の噴射流によるデスケーリ
ングによって、高冷却速度下での強度と鋼板内の材質均一性を両立することができる。
【００４０】
　デスケーリング圧（鋼板表面での噴射流の衝突圧）：１ＭＰａ以上
　本発明では、冷却後の鋼板のスケール厚みが１５μｍ以下となるように加速冷却の直前
に鋼板表面での噴射流の衝突圧が１ＭＰａ以上となる条件でデスケーリングを行う。鋼板
表面での噴射流の衝突圧が１ＭＰａ未満では、デスケーリングが不十分でスケールむらが
生じる場合があり、表層硬さのばらつきが生じるため、噴射流の衝突圧は１ＭＰａ以上と
する。デスケーリングは高圧水を用いて行うが、鋼板表面での噴射流の衝突圧が１ＭＰａ
以上であれば、他の噴射流を用いても問題はない。より好ましくは２ＭＰａ以上である。
【００４１】
　鋼板の平均冷却速度：１０℃／ｓ以上
デスケーリング後の加速冷却は、鋼板の強度を確保するために実施されるが、鋼板表層部
の材質均質性を同時に担保する条件を選択する必要がある。鋼板の平均冷却速度が１０℃
／ｓ未満の場合、デスケ－リングされた表層面であっても表層域の冷却が不均一となり、
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鋼板内部との硬さのばらつきが大きくなる。このため、平均冷却速度は１０℃／ｓ以上に
規定する。また、より好ましい平均冷却速度は１５℃／ｓ以上である。なお、冷却開始温
度は、得られる金属組織の均一性の観点から、理想的にはＡｒ３変態点以上であることが
好ましいが、例えば板厚が薄い場合などにおいては、圧延完了からデスケーリングを経て
、加速冷却設備に搬送される間に温度低下が起こり、冷却開始温度がＡｒ３変態点を下回
る場合がある。この影響が本発明の目的とするところの硬さの均質性を阻害しないために
は、加速冷却開始温度は、圧延終了温度～（圧延終了温度－３０℃）の範囲内であること
が望ましい。
【００４２】
　冷却停止温度：鋼板平均温度で２００～６００℃
加速冷却は、ベイナイト変態の温度域である２００～６００℃まで冷却し、所定の強度が
得られるミクロ組織に鋼板内部を変態（本発明ではベイナイト変態）させる。冷却停止温
度が６００℃を超えると、ベイナイト変態が不完全であり、十分な強度が得られない。ま
た、冷却停止温度が２００℃未満では、特に表層部において一部マルテンサイトや島状マ
ルテンサイト（ＭＡ）が生成し、鋼板内の材質均一性が得られず全厚の伸び特性が低下す
る。このため、加速冷却の冷却停止温度は鋼板平均温度で２００～６００℃とする。所望
の強度靭性が得られるように加速冷却停止後、Ａｃ１変態点以下で焼き戻しても良い。Ａ
ｃ１変態点は下式によって求めることができる。但し、式において、各元素記号は各元素
の含有量（質量％）を示す。
Ａｃ１　＝７５１－２６．６Ｃ＋１７．６Ｓｉ－１１．６Ｍｎ－１６９Ａｌ－２３Ｃｕ－
２３Ｎｉ＋２４．１Ｃｒ＋２２．５Ｍｏ＋２３３Ｎｂ－３９．７Ｖ－５．７Ｔｉ－８９５
Ｂ
【実施例】
【００４３】
　以下、本発明の効果を実施例により詳細に説明する。表１に示す組成の鋼を転炉で溶製
後、連続鋳造法でスラブ（鋼素材）とし、表２に示す制御圧延、加速冷却条件により２０
～５０ｍｍ厚の鋼板を作製した。なお、表１において、鋼番号１～１０が本発明の実施例
であり、鋼番号１１～１５は、成分組成のいずれかが本発明の範囲外となる比較例である
。また、表２において、鋼番号に続く枝番Ａは本発明によるところの制御圧延・冷却条件
によるものであり、枝番Ｂ１・Ｂ２は製造条件のいずれかが本発明の範囲外となる比較例
である。
【００４４】
　上記組成ならびに製造工程を経て製造された厚鋼板について、平行部幅２５ｍｍの全厚
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（以下ＴＳと記載する）および全厚伸び（全伸び）を求めた。なお、本
発明はその対象として高強度鋼板を想定しているため、その強度目標をＴＳ：５５０Ｎ／
ｍｍ２以上とし、全厚伸び値は一般的に同強度クラスの鋼材に対して要求される２０％以
上を目標とした。
【００４５】
　また、上記の全厚引張試験における伸び値と、鋼板の硬さばらつき値の相関を明らかに
するために、圧延方向に直角な断面について、ＪＩＳ　Ｚ　２２４４に準拠して、ビッカ
ース硬さを測定し、板厚方向の硬さ分布と板幅方向の硬さ分布を求めた。板厚方向につい
ては、１ｍｍピッチで全厚の硬さを測定し、板幅方向については、２０ｍｍピッチで全幅
の硬さを測定した。なお、板幅方向の硬さは、表層１ｍｍ位置（表層から１ｍｍ内側の位
置）、ｔ／４位置（板厚１／４位置）、ｔ／２位置（板厚中心部）で測定したが、いずれ
の鋼板も表層１ｍｍ位置において硬さのばらつきが最大を示したので、板幅方向の硬さの
ばらつきは表層１ｍｍ位置で評価した。なお、硬さ測定時の試験荷重は１０ｋｇｆ（９８
Ｎ）で一定とした。
【００４６】
　さらに、大入熱溶接ＨＡＺの靭性を評価するため、上記厚鋼板から、幅８０ｍｍ×長さ
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８０ｍｍ×厚み１５ｍｍの試験片を採取し、１４５０℃に加熱後、８００～５００℃を２
５０ｓｅｃで冷却する熱処理を付与した後、２ｍｍＶノッチシャルピー試験片を各３本採
取して、上記と同様にしてシャルピー衝撃試験を行った。なお、衝撃試験温度は－４０℃
とし、その靱性目標を－４０℃における吸収エネルギー平均値（以下ｖＥ－４０℃と記載
する）で５０Ｊ以上とした。
【００４７】
　表４に、上記の鋼板母材特性ならびに大入熱溶接ＨＡＺ靱性評価結果を示す。板厚方向
と板幅方向のそれぞれでのビッカース硬さ（ＨＶ）の変動幅：ΔＨＶが３０以下で、ＴＳ
：５５０Ｎ／ｍｍ２以上、全厚伸び値：２０％以上を母材評価が良好とした。本発明例で
ある鋼番号１～１０かつ枝番Ａにおいては、母材ならびに大入熱溶接ＨＡＺ特性とも良好
な値が得られているのに対して、鋼番号１～１０かつ枝番Ｂ１・Ｂ２においては、化学成
分規定は本発明の範囲内であるため大入熱ＨＡＺ特性は満足するものの、製造条件が範囲
外であるため母材の特性が劣り、一方で、鋼番号１１～１５（枝番ＡおよびＢ１・Ｂ２）
においては、成分範囲が本発明の範囲外であるために、大入熱溶接ＨＡＺ部の靱性が劣っ
ている。
【００４８】
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【００４９】
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【表２】

【００５０】
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【表３】

【００５１】
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