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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０８～０．１８％、Ｓｉ：０．５％以下、Ｍｎ：１．８～３．０％
、Ｐ：０．１％以下、Ｓ：０．０１％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．００５～０．５％、Ｎ：
０．０１％以下、Ｔｉ：０．０５～０．２％を含有し、残部Ｆｅおよび不純物からなり、
かつ式（１）のＣ＊が０．０６以上である組成を有し、
　平均粒径５μｍ以下のフェライト、平均粒径５μｍ以下のベイナイト、および最大長径
３μｍ以下の残留オーステナイトからなり、前記フェライトの体積率Ｖｆが、０．４０～
０．７０であるとともに式（２）の関係を満たし、かつ前記残留オーステナイトの体積率
Ｖａが０．０５以上である金属組織を有するとともに、
　引張強度が７８０ＭＰａ以上であり、伸びが５％および１０％の２点間の加工硬化指数
ｎが０．１９以上であり、さらに降伏比が７２％以上である機械特性を有すること
を特徴とする冷延鋼板。
Ｃ＊＝Ｃ＋（１２／１４）×Ｎ－（１２／４８）×Ｔｉ－（１２／９３）×Ｎｂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・（１）
０．５０≦｛Ｃ＊／（１－Ｖｆ）｝＋｛（Ｍｎ＋Ｎｉ）／６｝＋（Ｃｒ／５）＋（Ｍｏ／
２）≦０．８０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・（２）
　式（１）および式（２）におけるＣ、Ｎ、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏは、そ
れぞれの成分の含有量（質量％）を表す。
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【請求項２】
　前記組成は、Ｎｂ：０．１質量％以下を含有する請求項１に記載の冷延鋼板。
【請求項３】
　前記組成は、質量％で、Ｃｒ：１％以下、Ｍｏ：０．５％以下、Ｖ：０．１％以下、Ｃ
ｕ：１％以下、Ｎｉ：１％以下およびＢ：０．００５％以下からなる群から選ばれた１種
または２種以上を含有する請求項１または請求項２に記載の冷延鋼板。
【請求項４】
　前記金属組織は、最大長径３μｍ以下のマルテンサイトを有する請求項１から請求項３
までのいずれか１項に記載の冷延鋼板。
【請求項５】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載された組成を有する鋼を素材とするス
ラブに、熱間圧延、酸洗、冷間圧延および焼鈍を順次行うことにより冷延鋼板を製造する
方法において、前記熱間圧延に先立つ工程においてスラブ中心の温度が１２５０℃を超え
る温度域に５分間以上保持し、該熱間圧延の仕上温度を８８０～９５０℃とするとともに
、前記焼鈍において、Ａｃ３変態点～（Ａｃ３変態点＋５０℃）の温度域で２４０秒間以
下保持してから、６５０℃までの平均冷却速度を１～１０℃／秒として冷却し、引き続き
、４６０℃までの平均冷却速度を５℃／秒以上として冷却し、その後、４３０～３５０℃
の温度域での滞在時間が２００～１０００秒間となるように冷却または保持することを特
徴とする引張強度７８０ＭＰａ以上の冷延鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷延鋼板およびその製造方法に関する。具体的には、本発明は、自動車や各
種の産業機械等に用いられる構造部材の素材、なかでも自動車のバンパーレインフォース
やドアビームさらには各種ピラー等に代表される構造部材の素材や、自動車のシートレー
ルやシートフレーム等の素材として用いるのに好適な、曲げ性と伸び、加工硬化性さらに
は高降伏比を高次に両立させた引張強度７８０ＭＰａ以上の成形性に優れる高強度冷延鋼
板およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車用鋼板の分野では、燃費の向上および耐衝突特性の向上のため、引張強度
が７８０ＭＰａ以上の高強度鋼板、とりわけ高強度冷延鋼板およびそれを母材としためっ
き鋼板の適用が拡大しつつあり、成形加工がより難しい用途にも用いられるようになって
きている。
【０００３】
　従来、成形が難しい加工、例えば張り出し加工を行うためには、成形加工時に鋼板や金
型を加熱したり、二段成形を行ったりしていたが、これらの手段では生産性の低下やコス
トの増加を伴うため、これらを改善すべく成形加工の工数を低減することが要望されてい
た。
【０００４】
　この要望に応えるため、これまでにも、高強度鋼板自体の成形性を向上させることが提
案されている。例えば、特許文献１には、高強度化に伴って劣化する成形性を向上させる
ことを目的として、降伏比を低下させ伸びを向上させた、フェライトとマルテンサイトの
２相からなるＤＰ鋼が提案されている。また、特許文献２には、さらに伸び特性を改善さ
せた、フェライト、ベイナイトおよびオーステナイトからなる、いわゆるＴＲＩＰ鋼が提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公昭５９－４５７３５号公報
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【特許文献２】特開昭６１－１５７６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、これらの従来の技術では、引張強度７８０ＭＰａ以上の高強度鋼板の成形にお
いて重要となる曲げ性を伸びと高次に両立させるための配慮がなされていないため、充分
な成形性を得ることができない。
【０００７】
　また、大入力時に塑性変形することを避ける必要がある部品には、降伏比が高い高強度
鋼板を用いることが好適であるが、従来、降伏比が高い高強度鋼板には、伸びが劣ったも
のしか存在せず、高い降伏比と良好な伸びとを両立することは困難であった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、Ｔｉの炭窒化物を主
体とした微細析出物により鋼板の組織を微細化し、フェライト相を強化した上で、ベイナ
イトで、望ましくはベイナイトとマルテンサイトとで強度を確保しつつ、多量の残留オー
ステナイトによって加工硬化性を確保することにより、引張強度７８０ＭＰａ以上の高強
度と良好な曲げ性、伸びと高降伏比を兼ね備える高強度冷延鋼板を得ることができること
を知見して、本発明を完成した。ここで、「伸び」は全伸びを評価する指標で、「加工硬
化性」は均一伸びを評価する指標である。加工硬化性を評価する際の具体的な指標として
、ＪＩＳ　Ｚ　２２５３に規定される加工硬化指数であるｎ値（以下、「加工硬化指数ｎ
」という）を用いる。
【０００９】
　本発明は、Ｃ：０．０８％以上０．１８％以下（本明細書では特に断りがない限り組成
に関する「％」は「質量％」を意味するものとする）、Ｓｉ：０．５％以下、Ｍｎ：１．
８％以上３．０％以下、Ｐ：０．１％以下、Ｓ：０．０１％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：０．０
０５％以上０．５％以下、Ｎ：０．０１％以下、Ｔｉ：０．０５％以上０．２％以下を含
有し、残部Ｆｅおよび不純物からなり、かつ式（１）のＣ＊が０．０６以上である組成を
有し、平均粒径５μｍ以下のフェライト、平均粒径５μｍ以下のベイナイト、および最大
長径３μｍ以下の残留オーステナイトからなり、フェライトの体積率Ｖｆが、０．４０以
上０．７０以下であるとともに式（２）の関係を満たし、かつ残留オーステナイトの体積
率Ｖａが０．０５以上である金属組織を有するとともに、引張強度が７８０ＭＰａ以上で
あり、伸びが５％および１０％の２点間の加工硬化指数ｎが０．１９以上であり、さらに
降伏比が７２％以上である機械特性を有することを特徴とする冷延鋼板である。
Ｃ＊＝Ｃ＋（１２／１４）×Ｎ－（１２／４８）×Ｔｉ－（１２／９３）×Ｎｂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・（１）
０．５０≦｛Ｃ＊／（１－Ｖｆ）｝＋｛（Ｍｎ＋Ｎｉ）／６｝＋（Ｃｒ／５）＋（Ｍｏ／
２）≦０．８０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・（２）
【００１０】
　本発明においてフェライトの平均粒径、ベイナイトの平均粒径は、いずれも、走査型電
子顕微鏡を用いて撮影した、視野の大きさ３０μｍ角、視野数１０の組織写真においてそ
れぞれの結晶粒を選び出し、その粒数と画像解析で求めた面積とから円相当直径を計算し
て平均することにより得られる値を意味する。また、本発明において残留オーステナイト
の最大長径、マルテンサイトの最大長径は、視野数１０の組織写真における最大長径の測
定結果から求められる値を意味する。さらに、フェライトの体積率は、この画像解析の面
積から計算により求められる値を意味し、残留オーステナイトの体積率はＸ線回折法によ
り測定して求められる値を意味する。
【００１１】
　この式（１）および式（２）におけるＣ、Ｎ、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｍｏは
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、それぞれの成分の含有量（質量％）を表す。
　この本発明に係る冷延鋼板は、組成がＮｂ：０．１％以下を含有する冷延鋼板であるこ
とが望ましい。
【００１２】
　これらの本発明に係る冷延鋼板は、組成が、Ｃｒ：１％以下、Ｍｏ：０．５％以下、Ｖ
：０．１％以下、Ｃｕ：１％以下、Ｎｉ：１％以下およびＢ：０．００５％以下からなる
群から選ばれた１種または２種以上を含有する冷延鋼板であることが望ましい。
【００１３】
　これらの本発明に係る冷延鋼板は、上述した金属組織（平均粒径５μｍ以下のフェライ
ト、平均粒径５μｍ以下のベイナイト、および最大長径３μｍ以下の残留オーステナイト
からなり）に加えて、最大長径３μｍ以下のマルテンサイトを有する冷延鋼板であること
が望ましい。
【００１４】
　別の観点からは、本発明は、上述した組成を有する鋼を素材として、鋳造、熱間圧延、
酸洗、冷間圧延および焼鈍を順次行うことにより冷延鋼板を製造する方法において、熱間
圧延に先立つスラブ加熱においてスラブ中心の温度が１２５０℃を超える温度域に５分間
以上保持し、熱間圧延の仕上温度を８８０℃以上９５０℃以下とするとともに、焼鈍にお
いて、Ａｃ３変態点以上（Ａｃ３変態点＋５０℃）以下の温度域で２４０秒間以下保持し
てから、６５０℃までの平均冷却速度を１℃／秒以上１０℃／秒以下として冷却し、引き
続き、４６０℃までの平均冷却速度を５℃／秒以上として冷却し、その後、４３０℃以下
３５０℃以上の温度域での滞在時間が２００秒間以上１０００秒間以下となるように冷却
または保持することを特徴とする引張強度７８０ＭＰａ以上の冷延鋼板の製造方法である
。
【００１５】
　この本発明に係る冷延鋼板の製造方法により製造された冷延鋼板にめっきを施してもよ
い。この場合のめっきの種類、めっきの方法は特に限定されない。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、従来、張り出し加工時に行っていたような、加熱、二段成形を省略する
ことが出来ることに加えて、高強度冷延鋼板の単なる成形性の向上だけではなく、均一に
伸びを生じさせることが可能になるため、良好な曲げ性、伸び、加工硬化性さらには高降
伏比を高次に兼ね備える引張強度７８０ＭＰａ以上の冷延鋼板およびその製造方法を提供
することができる。このため、この冷延鋼板は、例えば自動車や各種の産業機械等に用い
られる構造部材の素材、なかでも自動車のバンパーレインフォースやドアビームさらには
各種ピラー等に代表される構造部材の素材や、自動車のシートレールやシートフレーム等
の素材として用いるのに好適である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る冷延鋼板およびその製造方法を実施するための形態を説明する。は
じめに、本発明に係る冷延鋼板の（Ｉ）組成、（ＩＩ）金属組織および（ＩＩＩ）機械特
性を、上述したように限定する理由を、その作用とともに説明する。
【００１８】
　（Ｉ）組成
　［Ｃ：０．０８％以上０．１８％以下］
　Ｃは、７８０ＭＰａ以上の強度を得るために含有する。Ｃ含有量が０．０８％未満では
所望の強度を得ることができず、一方Ｃ含有量が０．１８％を超えると、靱性や溶接性が
低下する。そこで、Ｃ含有量は０．０８％以上０．１８％以下とする。好ましくは０．０
８％以上０．１３％以下である。
【００１９】
　［Ｓｉ：０．５％以下］
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　Ｓｉは、鋼板を高強度化するのに有効な元素であり、また伸びが良好な、いわゆるＴＲ
ＩＰ鋼においては必要な残留オーステナイト量を確保するために積極的に含有される。し
かし、Ｓｉ含有量が０．５％を超えると、冷延鋼板では化成処理性が劣化することがあり
、電気めっき鋼板ではめっき密着性が劣化することがあり、また溶融めっき鋼板ではめっ
きとの濡れ性が劣化することがある。そこで、Ｓｉ含有量は０．５％以下とする。好まし
くは０．３％以下である。一方、Ｓｉは不純物として鋼中に混入する元素でもあり、その
含有量を０．００３％未満にすることは製鋼コストが嵩むばかりで不利であるため、その
Ｓｉ含有量の下限を０．００３％とすることが好ましい。なお、Ｓｉによる高強度化の効
果を得るためには０．０２％以上添加することが好ましく、０．１５％以上とすることが
さらに好ましい。
【００２０】
　［Ｍｎ：１．８％以上３．０％以下］
　Ｍｎは、焼入れ性を高めて高強度を得るのに非常に有効な元素であり、本発明において
も７８０ＭＰａ以上の強度を得るために１．８％以上含有する。しかし、Ｍｎ含有量が３
．０％を超えると、バンド組織が発達して曲げ性が低下する。そこで、Ｍｎ含有量は１．
８％以上３．０％以下とする。好ましくは２．０％以上２．７％以下である。
【００２１】
　［Ｐ：０．１％以下］
　Ｐは、固溶強化により高強度化するため含有することができるものの、冷延鋼板の靱性
を劣化させる。そこで、このような影響が顕著に表れない範囲として、Ｐ含有量は０．１
％以下とする。
【００２２】
　［Ｓ：０．０１％以下］
　Ｓは、不純物として存在し、ＭｎＳを形成して曲げ性を劣化させる。そこで、このよう
な影響が顕著に表れない範囲として、Ｓ含有量は０．０１％以下とする。好ましくは０．
００４％以下であり、より好ましくは０．００２％以下である。
【００２３】
　［ｓｏｌ．Ａｌ：０．００５％以上０．５％以下］
　Ａｌは、脱酸のため含有する。ｓｏｌ．Ａｌ含有量が０．００５％未満では脱酸が十分
でない。一方、ｓｏｌ．Ａｌ含有量が０．５％を超えてもその効果は飽和しコストが嵩む
ばかりとなる。そこで、ｓｏｌ．Ａｌ含有量は０．００５％以上０．５％以下である。
【００２４】
　［Ｎ：０．０１％以下］
　Ｎを過剰に含有すると粗大な窒化物が形成され、冷延鋼板の曲げ性が劣化する。Ｎ含有
量が０．０１％以下であればこの影響が顕著に表れることはない。そのため、Ｎ含有量は
０．０１％以下とする。一方、Ｎは不純物として鋼中に混入する元素でもあり、その含有
量を０．００１％未満にすることは製鋼コストが嵩み経済的に不利である。そこで、Ｎ含
有量は０．００１％以上とすることが好ましい。
【００２５】
　［Ｔｉ：０．０５％以上０．２％以下］
　Ｔｉは、ＣやＮ等と結合、あるいはさらに複合化して微細析出物を形成することにより
、鋼板の金属組織を微細化するとともにフェライト相を強化して、曲げ性を改善する重要
な元素の一つである。Ｔｉ含有量が０．０５％未満であるとこのような効果を充分に得る
ことができず、一方Ｔｉ含有量が０．２％を超えてもこれに見合うだけの効果を得られな
い。そこで、Ｔｉ含有量は０．０５％以上０．２％以下とする。
【００２６】
　次に、必要に応じて含有する任意元素について説明する。
　［Ｎｂ：０．１％以下］
　Ｎｂは、Ｔｉと同様に、Ｃ等と結合あるいはさらに複合化して微細析出物を形成するこ
とにより、鋼板の組織を微細化するとともにフェライト相を強化して、曲げ性を改善する
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効果を奏する元素の一つであるので、必要に応じて含有することが望ましい。しかし、Ｎ
ｂ含有量が０．１％を超えても、それに見合うだけの効果を得られない。そこで、Ｎｂを
含有する場合には、その含有量は０．１％以下とする。なお、強化の効果を確実に得るた
めには、Ｎｂ含有量は０．００５％以上とすることが望ましい。
【００２７】
　また、本発明で規定する含有量でＴｉおよびＮｂを含有することにより、これらＴｉ、
Ｎｂの微細析出物が形成されてフェライト相が強化されることにより、目的とする７２％
以上の高い降伏比を、より容易に得ることができる。
【００２８】
　［Ｃｒ：１％以下、Ｍｏ：０．５％以下、Ｖ：０．１％以下、Ｃｕ：１％以下、Ｎｉ：
１％以下およびＢ：０．００５％以下からなる群から選ばれた１種または２種以上］
　Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｂは、いずれも、強度の確保のために含有してもよい任
意元素である。しかし、各元素の含有量が上述した範囲を超えると、強度の向上の効果が
飽和してコストが嵩むため、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｃｕ、ＮｉまたはＢを含有する場合には、
Ｃｒ：１％以下、Ｍｏ：０．５％以下、Ｖ：０．１％以下、Ｃｕ：１％以下、Ｎｉ：１％
以下およびＢ：０．００５％以下とすることが望ましい。これらの元素は、一種を単独で
含有してもよいし、あるいは二種以上を複合して含有してもよい。なお、強度の向上の効
果を確実に得るため、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｃｕ、Ｎｉについてはそれぞれ０．０５％以上含
有することが望ましく、Ｂについては０．０００２％以上含有することが望ましい。
【００２９】
　［式（１）のＣ＊＝Ｃ＋（１２／１４）×Ｎ－（１２／４８）×Ｔｉ－（１２／９３）
×Ｎｂ：０．０６以上］
　本発明に係る冷延鋼板は、式（１）により規定されるＣ＊の値が０．０６以上である。
【００３０】
　本発明では、ＴｉやＮｂの微細析出物でフェライトを強化することを一つの特徴とする
が、ＣがＮとともにＴｉ、Ｎｂと結合して析出することにより、伸びや加工硬化性の向上
に必要な残留オーステナイト量を確保することに有効に作用し得るＣが減少する。そこで
、本発明では、Ｃ含有量を、Ｎ含有量、Ｔｉ含有量およびＮｂ含有量との関係において最
適化する。式（１）はこの関係を示しており、式（１）のＣ＊が０．０６未満であると焼
鈍の際の冷却過程において生成するベイナイト、マルテンサイトおよび残留オーステナイ
トの量が不足し、強度が不足するか、あるいは強度は充足しても伸びや曲げ性が不足する
。そこで、本発明では式（１）のＣ＊を０．０６以上とする。
【００３１】
　上述した以外の成分は、Ｆｅおよび不純物である。
　（ＩＩ）金属組織
　本発明の金属組織は、平均粒径５μｍ以下のフェライト、平均粒径５μｍ以下のベイナ
イト、および最大長径３μｍ以下の残留オーステナイトからなるか、あるいはこれらに加
えて最大長径３μｍ以下のマルテンサイトからなり、フェライトの体積率Ｖｆが、０．４
０以上０．７０以下であるとともに式（２）の関係を満たし、かつ残留オーステナイトの
体積率Ｖａが０．０５以上である
　すなわち、フェライトの平均粒径が５μｍを超える場合、ベイナイト平均粒径が５μｍ
を超える場合、残留オーステナイトの最大長径が３μｍを超える場合には、曲げ変形時に
それらの粒界にかかる応力が大きくなって亀裂の発生および伝播がもたらされ、曲げ性が
劣る。そこで、フェライトは平均粒径５μｍ以下、ベイナイトは平均粒径５μｍ以下、お
よび残留オーステナイトは最大長径３μｍ以下とする。
【００３２】
　さらに、強度確保の観点からは、この金属組織（平均粒径５μｍ以下のフェライト、平
均粒径５μｍ以下のベイナイト、および最大長径３μｍ以下の残留オーステナイトからな
る金属組織）に加えて、最大長径３μｍ以下のマルテンサイトを有することが好ましい。
マルテンサイトを有する場合、マルテンサイトの最大長径が３μｍを超える場合には、曲
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げ変形時にその粒界にかかる応力が大きくなって亀裂の発生および伝播がもたらされ、曲
げ性が劣る場合があるため、マルテンサイトの最大長径は３μｍ以下とすることが好まし
い。
【００３３】
　また、フェライトの体積率Ｖｆが０．４０未満であると伸びが劣り、一方０．７０を超
えると引張強度を確保できなくなるので引張強度の確保のために硬質なマルテンサイトを
増やさざるを得ないことになり、曲げ性が劣化する。そこで、フェライトの体積率Ｖｆは
０．４０以上０．７０以下とする。
【００３４】
　さらに、残留オーステナイトの体積率Ｖａが０．０５未満であると、所望の伸びまたは
加工硬化指数ｎを確保できないため、残留オーステナイトの体積率Ｖａは０．０５以上と
する。
【００３５】
　なお、本発明の金属組織のフェライトの平均粒径の下限は必ずしも限定する必要は無い
が、高い加工硬化性を得るために好ましくは１μｍ以上とするのがよい。ベイナイトの平
均粒径、残留オーステナイトの最大長径、マルテンサイトの最大長径は、それぞれ小さけ
れば小さいほどよく、下限を限定する必要は無い。例えば、走査型電子顕微鏡を用い撮影
した５０００倍の金属組織写真において観察した下限としては、ベイナイトの平均粒径は
２μｍ、残留オーステナイトおよびマルテンサイトの最大直径は０．５μｍである。
【００３６】
　［式（２）における｛Ｃ＊／（１－Ｖｆ）｝＋｛（Ｍｎ＋Ｎｉ）／６｝＋（Ｃｒ／５）
＋（Ｍｏ／２）：０．５０以上０．８０以下］
　式（２）における｛Ｃ＊／（１－Ｖｆ）｝＋｛（Ｍｎ＋Ｎｉ）／６｝＋（Ｃｒ／５）＋
（Ｍｏ／２）の値が０．５０未満であると、焼鈍の冷却過程での焼き入れ性が不足し、パ
ーライトやセメンタイトが生成するために強度を確保できない。一方、この値が０．８０
を超えると、十分なフェライト量が得られず伸びが劣ったり、マルテンサイトが過剰に生
成し曲げ性が劣ったり、あるいはマルテンサイトが過剰に生成する一方で残留オーステナ
イト量が不十分となって加工硬化指数ｎが０．１９未満となる可能性があり、目的とする
鋼板を得られない。
【００３７】
　なお、本発明における加工硬化指数ｎは、伸び５％および１０％の２点間のものとする
。
　以上の理由により、式（２）における｛Ｃ＊／（１－Ｖｆ）｝＋｛（Ｍｎ＋Ｎｉ）／６
｝＋（Ｃｒ／５）＋（Ｍｏ／２）の値は０．５０以上０．８０以下とする。
【００３８】
　（ＩＩＩ）機械特性
　以上の組成および金属組織を有する冷延鋼板は、７８０ＭＰａ以上の高い引張強度と、
限界曲げ半径が板厚の１．０倍以下である優れた曲げ性と、２０％以上の良好な伸びと、
ＪＩＳ　Ｚ２２５３により規定される加工硬化指数ｎが０．１９以上である加工硬化性と
、７２％以上の高い降伏比とを、兼ね備えるものである。
【００３９】
　本発明に係る冷延鋼板は、以上の組成、金属組織および機械特性を有する。次に、この
冷延鋼板の製造方法を説明する。
　（ＩＶ）製造方法
　本実施の形態では、上述した組成を有する鋼を素材とするスラブに熱間圧延、酸洗、冷
間圧延および焼鈍を順次行うことにより冷延鋼板を製造する。この際に、以下に説明する
条件を満足するようにして、冷延鋼板を製造する。
【００４０】
　［熱間圧延に先立つ工程：スラブ中心の温度が１２５０℃を超える温度域に５分間以上
保持］
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　熱間圧延に先立つ工程とは、例えば、鋳造後に連続して直接圧延される工程のように、
スラブ中心の温度が１２５０℃を超える温度域に５分間以上保持された状態で、そのまま
熱間圧延される場合の工程や、一旦、１２５０℃以下に冷えた半製品のスラブを再度加熱
して１２５０℃を超える温度域に５分間以上保持する工程をいう。
【００４１】
　熱間圧延に先立つ工程として、鋳造後に連続して直接圧延する工程の場合は、鋳造後に
析出した粗大なＴｉあるいはＮｂの析出物を溶解するため、スラブ中心の温度が１２５０
℃を超える温度域に５分間以上保持する。
【００４２】
　熱間圧延に先立つ工程として、一旦、１２５０℃以下に冷えた半製品のスラブを再度加
熱する工程の場合は、鋳造後に析出した粗大なＴｉあるいはＮｂの析出物を溶解するため
、スラブ中心の温度が１２５０℃を超える温度域に５分間以上保持する。
【００４３】
　ここで、スラブ中心の温度は、公知の熱伝導方程式を利用して計算により求めることが
できる。なお、一般に、スラブ加熱温度は平均温度で表現されるが、平均温度がこの範囲
を満たしても温度上昇が最も遅いスラブ中心の温度がこの範囲を外れる場合は、粗大析出
物の溶解が不十分な場合がある。
【００４４】
　スラブ中心の温度が１２５０℃以下であるか、もしくはスラブ中心の温度が１２５０℃
を超えても保持時間が５分間未満であると、ＴｉあるいはＮｂの粗大析出物が残留し、後
の工程で形成される微細析出物が少なくなり、必要な強度が得られないか、十分な細粒化
が得られないために曲げ性も劣化する場合がある。特に、スキッドマークと呼ばれる、加
熱炉でスラブを支持する台に接するために温度が低下している部分においてその傾向が顕
著に現れ、特性が本発明の範囲外とならないまでも鋼帯の長手方向の特性のばらつきを引
き起こすため、余裕をみて、スラブ中心の温度が１２６０℃を超える温度で５分間以上保
持することが、望ましい。一方、スラブを再加熱する場合においては、スラブ中心の温度
が１３５０℃を超える範囲に加熱しても効果が飽和するばかりか、燃料原単位の悪化やス
ラブ表面のスケールロスによる歩留り低下を招くため、１３５０℃以下とすることが好ま
しい。
【００４５】
　［熱間圧延の仕上温度：８８０℃以上９５０℃以下］
　熱間圧延では、仕上温度を８８０℃以上９５０℃以下とする。本発明で規定する成分を
有する鋼は、多量のＴｉ、あるいはさらにＮｂを含有するために８８０℃未満の温度で圧
延を終了すると極めて細粒かつ異方性のある熱延組織となる。これに冷間圧延および焼鈍
を施して得られる冷延鋼板は、引張特性の異方性が非常に大きくなり、成形においてイヤ
リングの発生や、特定方向の伸びの不足により割れが発生する恐れがある。一方、９５０
℃を超える仕上温度では、スケール疵が発生する恐れがある。そこで、本発明では、熱間
圧延の仕上温度を８８０℃以上９５０℃以下とする。
【００４６】
　本発明では、熱間圧延後の巻取温度は特に限定しないが、４５０℃未満では冷間圧延設
備にかかる負担が大きくなり、一方７５０℃を超えるとスケール除去が困難になるため、
巻取り温度は４５０℃以上７５０℃以下であることが望ましい。スケールの生成を抑え、
表面性状を良好にするには、６００℃未満とするのがより好ましい。
【００４７】
　熱間圧延後は、必要に応じて平坦矯正のためのスキンパス圧延を施してから、スケール
除去のための酸洗を施し、冷間圧延を施して焼鈍（連続焼鈍）を施す。
　なお、冷間圧延の圧下率は、特に限定するものではないが、３０％未満では圧下率が小
さいために冷延鋼板としての充分な板厚精度を確保できない場合があり、一方６０％を超
える圧下率とすると設備にかかる負担が大きくなるため、冷間圧延の圧下率は３０％以上
６０％以下とすることが好ましい。
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【００４８】
　［焼鈍：Ａｃ３変態点以上（Ａｃ３変態点＋５０℃）以下の温度域で２４０秒間以下保
持してから、６５０℃までの平均冷却速度を１℃／秒以上１０℃／秒以下として冷却し、
引き続き、４６０℃までの平均冷却速度を５℃／秒以上として冷却し、その後、４３０℃
以下３５０℃以上の温度域での滞在時間が２００秒間以上１０００秒間以下となるように
冷却または保持する］
　焼鈍では、Ａｃ３変態点以上（Ａｃ３変態点＋５０℃）以下の温度域で２４０秒間以下
保持する。Ａｃ３変態点未満では、未変態フェライトの粗大な結晶粒が存在して曲げ性が
劣り、一方（Ａｃ３変態点＋５０℃）を超えると、ベイナイト、残留オーステナイト、マ
ルテンサイトの粒径が大きくなって曲げ性を劣化させる。そこで、焼鈍温度は、Ａｃ３変
態点以上（Ａｃ３変態点＋５０℃）以下とする。
【００４９】
　さらに、焼鈍温度がこの範囲を満足しても、２４０秒間を超えて保持すると、ベイナイ
ト、残留オーステナイト、マルテンサイトの粒径が大きくなって曲げ性が劣化する傾向が
あるため、保持時間は２４０秒間以下とする。なお、未変態フェライトの残存を確実に無
くすために、保持時間は１０秒間以上とすることが好ましい。
【００５０】
　均熱保持後の１次冷却は、フェライト、ベイナイト、残留オーステナイト、マルテンサ
イトをそれぞれ所定の範囲で含有させるため、６５０℃までの平均冷却速度を１℃／秒以
上１０℃／秒以下として冷却し、引き続き４６０℃までの平均冷却速度を５℃／秒以上と
して冷却する。
【００５１】
　６５０℃までの平均冷却速度が１℃／秒未満では、必要な引張強度を得られず、１０℃
／秒を超えると必要なフェライト量の生成が得られない場合があり、伸びが劣る。引き続
く４６０℃までの平均冷却速度が５℃／秒未満であると必要な引張強度を得られない。６
５０℃から４５０℃までの間の平均冷却速度の上限は必ずしも限定する必要はないが、既
知のガス冷却、水冷却、ロール冷却、気水冷却などにより実施し得る範囲としては２００
０℃／秒以下である。この冷却に続いて、４３０℃以下３５０℃以上の温度域で滞在させ
るに当たり、適切な温度コントロールを図るためには、２００℃／秒以下とするのが好ま
しい。
【００５２】
　その後の４３０℃以下３５０℃以上の温度域での滞在時間は、２００秒間以上１０００
秒間以下となるように、冷却または保持する。この温度域での滞在時間が２００秒間未満
であると、曲げ性または伸びや加工硬化指数ｎが劣化する場合がある。一方、１０００秒
間を超える場合には、必要な強度が得られないか、あるいは伸びや加工硬化指数ｎが劣化
する場合がある。
【００５３】
　このようにして焼鈍を行った後、鋼板に、必要に応じてさらに平坦矯正のためスキンパ
ス圧延を行うようにしてもよい。伸びの劣化を避けるため、圧下率は０．５％以下とする
ことが望ましい。
【００５４】
　また、このようにして製造された冷延鋼板にめっきを施して、鋼板表面にめっき層を形
成してめっき鋼板としても、本発明で規定する組成および金属組織を満足していればよく
、これにより耐食性を高めることができる。
【００５５】
　このようにして、本実施の形態により、限界曲げ半径が板厚の１．０倍以下である優れ
た曲げ性と、２０％以上の良好な伸びと、伸びが５％および１０％の２点間の加工硬化指
数ｎが０．１９以上である加工硬化性と、７２％以上の高い降伏比とを高次に両立させた
引張強度７８０ＭＰａ以上の冷延鋼板を提供することができる。
【００５６】
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　このようにして製造される本発明に係る冷延鋼板は、例えば自動車や各種の産業機械等
に用いられる構造部材の素材、なかでも自動車のバンパーレインフォースやドアビームさ
らには各種ピラー等に代表される構造部材の素材や、自動車のシートレールやシートフレ
ーム等の素材として用いるのに好適である。
【実施例１】
【００５７】
　さらに、実施例を参照しながら、本発明をより具体的に説明する。
　表１に示す組成を有する鋼を連続鋳造してスラブとし、このスラブを加熱した後、仕上
温度９１０℃で熱間圧延を行って板厚３．２ｍｍの熱延鋼板とし、その後冷却して巻き取
った。さらに、この熱延鋼板に冷間圧延を行って板厚１．６ｍｍの冷延鋼板とし、連続焼
鈍を施した。そして、連続焼鈍後に伸び率０．２％の調質圧延を施すことにより、表２に
示す組成を含有する試験材番号１～１６の鋼板を製造した。
【００５８】
　試験材番号６の鋼板には、さらに電気亜鉛めっきを片面当り３５ｇ／ｍ２の付着量で施
して電気亜鉛めっき鋼板とした。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
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　得られた試験材から、圧延直角方向にＪＩＳ　Ｚ　２２０１の５号引張試験片と、ＪＩ
Ｓ　Ｚ　２２０４の曲げ試験片とを採取し、引張試験および曲げ試験を行った。
　曲げ試験は、ＪＩＳ　Ｚ　２２４８に規定される押曲げ法により１８０゜曲げを実施し
、「亀裂が発生する限界曲げ半径×板厚」で評価した。
【００６１】
　また、走査型電子顕微鏡（日本電子製ＪＳＭ６３００）を用い、ナイタール腐食液でエ
ッチングした鋼板断面組織を観察した。フェライト、ベイナイトの平均粒径は、視野の大
きさ３０μｍ角、視野数１０の５０００倍の組織写真においてそれぞれの結晶粒を選び出
し、その粒数と画像解析で求めた面積とから円相当直径を計算し平均することにより求め
た。また、残留オーステナイトとマルテンサイトは、視野数１０の５０００倍の組織写真
における最大長径を測定した。フェライトの体積率はこの画像解析の面積から計算し、残
留オーステナイトの体積率はＸ線回折法により測定した。
【００６２】
　なお、表１におけるＡｃ３変態点は、冷間圧延後の試験片を連続焼鈍の加熱過程を模擬
した加熱を行った際の熱膨張曲線から読み取って、求めた。
　製造条件および機械的特性を調査した結果を表２にまとめて示す。
【００６３】
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【表２】

【００６４】
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　評価指標を以下に列記する。
　（ｉ）強度
　引張強度７８０ＭＰａ以上を良好とし、これ未満を不芳とした。
【００６５】
　（ｉｉ）降伏比
　７２％以上を良好とし、これ未満を不芳とした。降伏比がこの範囲であることで、例え
ば自動車の衝突時に塑性変形を避けることが必要であるバンパーレインフォースやドアビ
ーム、サイドシル等の部品において、降伏比が５０～７０％程度である従来のＤＰ鋼より
も優れた衝突性能を発揮することが可能となる。好ましくは７５％以上であり、さらに好
ましくは８０％以上である。
【００６６】
　（ｉｉｉ）曲げ
　曲げ加工性を評価する指標であり、限界曲げ半径により評価した。限界曲げ半径が板厚
の１．０倍以下である範囲を良好とし、１．０を超えると不芳とした。
【００６７】
　（ｉｖ）伸び
　全伸びを評価する指標であり、２０％以上を良好とし、これ未満を不芳とした。
　（ｖ）加工硬化性
　均一伸びを評価する指標であり、具体的な指標として、ＪＩＳ　Ｚ　２２５３に記載の
２点法による加工硬化指数ｎを用い、伸びが５％および１０％の２点間での値を算出して
評価した。伸び５％、１０％の２点間の加工硬化指数ｎが０．１９以上である範囲を良好
とした。加工硬化指数ｎは０．２０以上であることが好ましい。加工硬化指数ｎが高い数
値であればあるほど、歪伝搬性が向上するため、均一に伸びを生じ、鋼板の加工時に張り
出し性が良くなることで、成形性を向上させることができる。一方、加工硬化指数ｎが０
．１９未満であると、歪伝播性がさほど高くないために局部伸びが生じる場合がある。
【００６８】
　表１における試験材番号１～６は、本発明で規定する条件を全て満足する本発明例であ
り、試験材番号７～１６は、本発明で規定する条件を満足しない比較例である。
　試験材番号１～６は、目標とする引張強度、曲げ性、伸びおよび加工硬化性を全て兼ね
備えており、例えば自動車のバンパーレインフォースやドアビームさらには各種ピラー等
に代表される構造部材の素材や、自動車のシートレールやシートフレーム等の素材として
用いるのに好適である。
【００６９】
　これに対し、試験材番号７は、Ｃ含有量が本発明で規定する範囲の下限を下回るため、
引張強度が７５９ＭＰａと不芳であった。
　試験材番号８は、Ｍｎ含有量が本発明で規定する範囲の下限を下回るとともに（２）式
を満足しないため、引張強度が７６１ＭＰａと不芳であった。
【００７０】
　試験材番号９は、（２）式の値が０．８１と本発明で規定する範囲を満足しないため、
限界曲げ半径が板厚の２．０倍となり曲げ加工性が不芳であった。
　試験材番号１０は、スラブ中心の加熱温度が本発明で規定する温度に達しないため、引
張強度が７７１ＭＰａと不芳であった。
【００７１】
　試験材番号１１は、スラブ加熱の保持時間が本発明で規定する時間よりも短いため、マ
ルテンサイトが粗大化し、降伏比が６５％と不芳であるとともに限界曲げ半径が板厚の１
．５倍となり曲げ加工性が不芳であった。
【００７２】
　試験材番号１２は、焼鈍温度が本発明の範囲の下限を下回るため、フェライトが粗大化
し、伸びが１９％と不芳であるとともに限界曲げ半径が板厚の１．５倍となり曲げ加工性
が不芳であった。
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【００７３】
　試験材番号１３は、焼鈍におけるＡｃ３変態点以上（Ａｃ３変態点＋５０℃）以下の温
度域での滞在時間が、本発明で規定する範囲の上限を上回るため、マルテンサイトが粗大
化するとともに残留オーステナイト量が減少し、降伏比が５９％と不芳であり、限界曲げ
半径が板厚の１．５倍となり曲げ加工性が不芳であるとともに、加工硬化指数ｎが０．１
７と加工硬化性が不芳であった。
【００７４】
　試験材番号１４は、６５０℃までの平均冷却速度が本発明で規定する範囲の下限を下回
っているため、フェライトが増加するとともに残留オーステナイトが減少し、引張強度が
６８１ＭＰａと不芳となった。
【００７５】
　試験材番号１５は、６５０℃までの平均冷却速度が本発明で規定する範囲の上限を上回
っているとともに、４３０℃以下３５０℃以上の温度域での滞在時間が本発明で規定する
範囲の下限を下回っているため、フェライトおよび残留オーステナイトが減少し、伸びが
１６％と不芳であるとともに加工硬化指数ｎが０．１７と加工硬化性が不芳となった。
【００７６】
　さらに、試験材番号１６は、４６０℃までの平均冷却速度が本発明で規定する範囲の下
限を下回るため、フェライトが増加するとともに残留オーステナイトが減少し、引張強度
が７７０ＭＰａと不芳となった。
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