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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．００２～０．１２４％、Ｓｉ：０．００１～０．３０％、Ｍｎ：０
．００１％～０．４７％を含有し、更に、Ｃｕ：０．２～２％、Ｎｉ：０．１～３％及び
Ｃｒ：０．２０～２％からなる群から選択された１種又は２種以上の元素を含有し、残部
がＦｅ及び不可避的不純物からなり、Ｃ含有量（％）を［Ｃ］、Ｓｉ含有量（％）を［Ｓ
ｉ］、Ｍｎ含有量（％）を［Ｍｎ］、Ｃｕ含有量（％）を［Ｃｕ］、Ｎｉ含有量（％）を
［Ｎｉ］、Ｃｒ含有量（％）を［Ｃｒ］、Ｍｏ含有量（％）を［Ｍｏ］、Ｖ含有量（％）
を［Ｖ］、Ｂ含有量（％）を［Ｂ］としたとき、下記数式（Ａ）で定義されるＰｃｍが０
．２６％以下である組成を有する鋼を、鋳造する工程と、
　前記鋳造後の鋼素材を、冷却することなくそのまま圧延するか、又は一旦室温まで冷却
した後で９５０～１２５０℃に再加熱して圧延し、Ａｒ３点以上の温度で前記圧延を終了
する工程と、
　前記圧延後の圧延鋼材を、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下の範囲にまで
強制冷却し、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ2以上の高張力鋼材を得ることを特徴とする耐溶
接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法。

【請求項２】
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　前記鋼は、更に、質量％で、Ｍｏ：０．００１～０．２０％を含有することを特徴とす
る請求項１に記載の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法。
【請求項３】
　前記鋼は、更に、質量％で、Ｖ：０．０００１～０．２％、Ｎｂ：０．０００１～０．
１％及びＴｉ：０．０００１～０．１％からなる群から選択された１種又は２種以上の元
素を含有することを特徴とする請求項１又は２に記載の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材
の製造方法。
【請求項４】
　前記鋼は、更に、質量％で、ＲＥＭ：０．０００１～０．１％、Ｍｇ：０．０００１～
０．０２％及びＣａ：０．０００１～０．０２％からなる群から選択された１種又は２種
以上の元素を含有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の耐溶接割
れ性が優れた高張力鋼材の製造方法。
【請求項５】
　前記鋼は、更に、質量％で、Ａｌ：０．０００１～０．１％、Ｚｒ：０．０００１～０
．３％、Ｈｆ：０．０００１～０．３％及びＴａ：０．０００１～０．３％からなる群か
ら選択された１種又は２種以上の元素を含有することを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか１項に記載の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法。
【請求項６】
　前記鋼は、更に、質量％で、Ｎ：０．０００１～０．０１％を含有することを特徴とす
る請求項１乃至５のいずれか１項に記載の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法。
【請求項７】
　前記鋼は、更に、質量％で、Ｂ：０．０００１～０．００２％を含有することを特徴と
する請求項１乃至６のいずれか１項に記載の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法
。
【請求項８】
　前記鋼は、更に、質量％で、Ｓ：０．０００５～０．０２％を含有することを特徴とす
る請求項１乃至７のいずれか１項に記載の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法。
【請求項９】
　前記圧延鋼材を強制冷却した後で、１００～７００℃の温度で焼戻すことを特徴とする
請求項１乃至８のいずれか１項に記載の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、構造物の大型化により、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上の高張力鋼が用いられ
る機会が増加している。一般に、高張力鋼は強度向上の目的から多くの合金元素が添加さ
れているため、耐溶接割れ性が低いという問題点がある。そこで、従来、下記数式（１）
で表され、耐溶接割れ性を表す指標であるＰｃｍ値を、低く抑制した鋼が提案されている
（例えば、特許文献１参照。）。具体的には、特許文献１に記載の高張力鋼材の製造方法
においては、下記数式１で定義されるＰｃｍを０．２５％以下にした鋼を加熱した後、熱
間圧延し、その後直ちにＡｒ３点以上の温度から５℃／秒以上の冷却速度で３５０～６５
０℃の温度領域まで冷却することにより、４５０Ｐａ以上の高い降伏点をもつ高張力鋼材
を製造している。
【０００３】
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【数１】

【０００４】
　一方、引張強度が５７０Ｎ／ｍｍ２以上の高張力鋼では、鋼の焼入性を確保するために
Ｍｎ、Ｎｉ及びＢ等の焼入れ性を高める合金元素を、多く添加する必要がある。しかしな
がら、このような合金元素を添加すると、溶接部の硬度が上昇したり、溶接部にマルテン
サイト－オーステナイト混合物（以下、Ｍ－Ａ混合物と略記）と呼ばれる炭素原子を極め
て高濃度に含有し、非常に硬質か又は硬質になりうる靱性に有害な金属組織の形成が促進
されたりするため、鋼材及びその溶接部の靱性が低下するという問題点がある。
【０００５】
　このような靱性の低下を改善する方法として、従来、鋼中のＴｉ含有量を０．００５質
量％未満に制限することにより、母材（高張力鋼板）の靱性を向上させる等の方法が提案
されている（例えば、特許文献２参照）。例えば、特許文献２に記載の高張力鋼材は、６
００Ｎ／ｍｍ２級高張力鋼材において、Ｔｉ含有量を０．００５質量％未満にすると共に
、上記数式１で定義されるＰｃｍを０．２％以下にすることにより、溶接割れ感受性を低
下させ、大入熱溶接性を向上させている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２-２２０６２２号公報
【特許文献２】特開平０８-１７６７２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、Ｔｉ含有量を低減しただけでは、高張力鋼の靱性を向上させる効果が十
分ではない。前述の特許文献２に記載されているように、Ｔｉ含有量を低減して溶接部の
靱性向上を図ると、溶接部の強度が低下する。このため、特許文献２に記載の技術のよう
に、靱性改善の主要因が溶接部の強度低下にある場合は、溶接部の強度を確保するために
、合金元素を添加する必要がある。そうすると、特許文献２に記載の技術をもってしても
、やはりＭ－Ａ混合物を低減することは困難であり、鋼材及び鋼材の溶接部の靱性、特に
溶接部靱性が十分に得られないという問題点がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とすると
ころは、引張り強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上で、且つ耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の
製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る耐溶接割れ性に優れた高張力鋼材の製造方法は、質量％で、Ｃ：０．００
２～０．１２４％、Ｓｉ：０．００１～０．３０％、Ｍｎ：０．００１％～０．４７％を
含有し、更に、Ｃｕ：０．２～２％、Ｎｉ：０．１～３％及びＣｒ：０．２０～２％から
なる群から選択された１種又は２種以上の元素を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物
からなり、Ｃ含有量（％）を［Ｃ］、Ｓｉ含有量（％）を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量（％）を
［Ｍｎ］、Ｃｕ含有量（％）を［Ｃｕ］、Ｎｉ含有量（％）を［Ｎｉ］、Ｃｒ含有量（％
）を［Ｃｒ］、Ｍｏ含有量（％）を［Ｍｏ］、Ｖ含有量（％）を［Ｖ］、Ｂ含有量（％）
を［Ｂ］としたとき、下記数式（Ａ）で定義されるＰｃｍが０．２６％以下である組成を
有する鋼を、鋳造する工程と、前記鋳造後の鋼素材を、冷却することなくそのまま圧延す
るか、又は一旦室温まで冷却した後で９５０～１２５０℃に再加熱して圧延し、Ａｒ３点
以上の温度で前記圧延を終了する工程と、前記圧延後の圧延鋼材を、Ａｒ３点以上の温度
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から室温以上６５０℃以下の範囲にまで強制冷却し、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ2以上の
高張力鋼材を得ることを特徴とする。
【００１０】
【数２】

【００１１】
　本発明においては、上記数式（２）により定義され、耐溶接割れ性を示すＰｃｍを０．
２６％以下に制限しているため、製造される高張力鋼材の耐溶接割れ性を改善できる。ま
た、圧延終了後に、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下の範囲にまで強制冷却
を行っているため、鋼の金属組織がベイナイト及び／又はマルテンサイト等になり、製造
される高張力鋼材が変態組織強化される。これにより、上記数式（２）で定義されるＰｃ
ｍを低下させたことにより想定される焼き入れ性及び強度の低下を防止することができる
。更に、目標とする鋼材の強度に応じて、Ｐｃｍの上限を超えない範囲で固溶元素及び析
出元素を添加しているため、製造される高張力鋼材をより強化することができる。更にま
た、鋼中のＭｎ含有量を０．５％以下に規制しているため、Ｍ－Ａ混合物の生成が抑制さ
れ、靱性劣化量が低減する。これにより、溶接部の靱性を改善することができる。その結
果、耐溶接割れ性が優れ、製造安定性及び溶接部靱性を兼ね備えた高張力鋼材が得られる
。
【００１２】
　前記鋼は、更に、質量％で、Ｍｏ：０．００１～０．２０％を含有していてもよい。
【００１３】
　また、前記鋼は、更に、質量％で、Ｖ：０．０００１～０．２％、Ｎｂ：０．０００１
～０．１％及びＴｉ：０．０００１～０．１％からなる群から選択された１種又は２種以
上の元素を含有していてもよい。
【００１４】
　更に、前記鋼は、更に、質量％で、ＲＥＭ：０．０００１～０．１％、Ｍｇ：０．００
０１～０．０２％及びＣａ：０．０００１～０．０２％からなる群から選択された１種又
は２種以上の元素を含有していてもよい。
【００１５】
　更にまた、前記鋼は、更に、質量％で、Ａｌ：０．０００１～０．１％、Ｚｒ：０．０
００１～０．３％、Ｈｆ：０．０００１～０．３％及びＴａ：０．０００１～０．３％か
らなる群から選択された１種又は２種以上の元素を含有していてもよい。
【００１６】
　更にまた、前記鋼は、更に、質量％で、Ｎ：０．０００１～０．０１％を含有していて
もよい。
【００１７】
　更にまた、前記鋼は、更に、質量％で、Ｂ：０．０００１～０．００２％を含有してい
てもよい。
【００１８】
　更にまた、前記鋼は、更に、質量％で、Ｓ：０．０００５～０．０２％を含有していて
もよい。
【００１９】
　更にまた、前記圧延鋼材を強制冷却した後で、１００～７００℃の温度で焼戻すことも
できる。
【発明の効果】
【００２０】
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　本発明によれば、耐溶接割れ性を示すＰｃｍを一定値以下に制限することにより鋼材の
耐溶接割れ性を向上させつつ、Ｍｎ含有量を０．５質量％未満にすると共に圧延後の冷却
条件を最適化することにより、靱性及び強度の低下を防止しているため、溶接部低温靱性
が良好で、引張り強度が５７０Ｎ／ｍｍ２以上の高張力鋼材を製造することができる。従
って、本発明によれば、橋梁及び建築物等に代表される大型構造物の主要部材への適用に
際して十分な特性を有する鋼材を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、詳細に説明する。以下の説明にお
いては、組成における質量％は、単に％と記載する。本発明の要旨とするところは、以下
のとおりである。先ず、高張力鋼材の耐溶接割れ性を改善するために、下記数式（３）に
より定義され、耐溶接割れ性を示すＰｃｍを一定値以下に制限する。なお、下記数式（３
）における［Ｃ］はＣ含有量（％）、［Ｓｉ］はＳｉ含有量（％）、［Ｍｎ］はＭｎ含有
量（％）、［Ｃ］はＣｕ含有量（％）、［Ｎｉ］はＮｉ含有量（％）、［Ｃｒ］はＣｒ含
有量（％）、［Ｍｏ］はＭｏ含有量（％）、［Ｖ］はＶ含有量（％）、［Ｂ］はＢ含有量
（％）である。このＰｃｍの値は、小さければ小さいほど耐溶接割れ性を改善する効果が
高く、溶接する前に行う鋼材の予熱温度を低下させることができ、作業効率を増加させる
ことができる。具体的には、Ｐｃｍが０．２６％以下になると予熱温度が室温程度となり
、予熱が不要となる。従って、本発明の高張力鋼材の製造方法においては、Ｐｃｍの上限
を０．２６％とする。
【００２２】

【数３】

【００２３】
　その一方で、上記数式（３）により定義されるＰｃｍの値を低下させることは、焼入れ
性を高める効果がある元素、固溶強化及び析出強化により強度に寄与する元素を低減する
ことであるため、鋼材の強度を低下させてしまう。そこで、本発明の高張力鋼材の製造方
法においては、鋼材を強化するため、圧延終了後の圧延鋼材を、圧延終了温度、即ち、Ａ
ｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下の範囲にまで強制冷却することにより、鋼の
組織をベイナイト及び／又はマルテンサイト等（フェライト及び／又はパーライトを含む
場合有）にする変態組織強化を行う。
【００２４】
　また、目標とする鋼材の強度に応じて、Ｐｃｍが０．２６％を超えない範囲で固溶元素
及び／又は析出元素を添加し、強化効果を向上させる。このとき、Ｍ－Ａ混合物の生成及
びその生成物の靱性に対する影響は、各合金元素によって大きく異なっていることが推定
される。そこで、本発明者等は、鋼材におけるＭ－Ａ混合物の生成、及び各元素が溶接部
靱性に及ぼす影響について調査した。その結果、Ｍｎ含有量を従来通常の使用範囲よりも
少なくして、具体的には０．５％未満に制限して添加することにより、Ｍ－Ａ混合物の生
成を抑制させることが可能であり、母材及び溶接部の靱性を改善できることが判明した。
即ち、Ｍｎ添加量を制限し、焼入れ性はＮｉ、Ｃｒ及びＣｕ等のＭｎ以外の元素で補うこ
とにより、鋼材及びその溶接部の靱性を良好にすることができる。これは、Ｍｎの固有の
特性に基づくものと考えられる。具体的には、Ｍｎは、凝固時の偏析濃度差が大きく、局
所的に高濃度の領域ができやすい。また、Ｍｎは、金属組織がオーステナイトからフェラ
イト及び／又はベイナイトに変態する際に、残部オーステナイトに分配される割合が大き
く、オーステナイトを安定化しやすくすると共に、残部オーステナイト中の炭素原子濃度
を増加させる。その結果、Ｍ－Ａ混合物がより硬質になるため、Ｍｎは他の元素に比べて
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靱性を劣化させやすいと考えられる。
【００２５】
　このＭｎ含有量低減による効果の原因は明確ではないが、Ｍｎ含有量を０．５％未満と
従来ないレベルに制限することによって、鋼材及びその溶接部におけるＭ－Ａ生成を抑制
すると共に、Ｍｎ以外の元素により焼入性を補うことにより、鋼材の強度及び靱性と溶接
部の靱性の相反する特性を両立することができたと考えられる。
【００２６】
　本発明の高張力鋼材の製造方法は、上述した構成によって、耐溶接割れ性が優れ、製造
安定性及び溶接部靱性を兼ね備えた高張力鋼材を得ることができる。なお、本発明におけ
る高張力鋼材とは、いわゆる高張力鋼板のことであり、厚鋼板及び熱延鋼板等を含むもの
である。
【００２７】
　以下、これらの思想を実現するために必要な条件について説明する。先ず、鋼材の化学
組成に関して、各成分の添加理由及び数値限定理由について説明する。
【００２８】
　Ｃ：０．００２～０．１２４％
　Ｃは、焼入れ性の制御及びセメンタイトをはじめとする炭化物の生成によって、鋼材の
強度を向上させるために添加する。しかしながら、このＣを過剰に含有させると、パーラ
イト、マルテンサイト及びセメンタイトといった硬質の第２相組織の形成量が増加して、
鋼材の延性及び靱性の低下を招くと共に、鋼材の溶接性及び溶接部の靱性が劣化する。具
体的には、Ｃ含有量が０．２０％を超えると、加工性、溶接性及び靭性が著しく劣化する
。一方、Ｃ含有量が０．００２％未満の場合、強度向上の効果が得られず、鋼材を高強度
化することができない。よって、Ｃ含有量は０．００２～０．２０％とする。なお、Ｃ含
有量の上限は、実施例に基づいて、０．１２４％以下とする。
【００２９】
　Ｓｉ：０．００１～０．３０％
　Ｓｉは、鋼材の脱酸元素であり、通常Ｍｎと共に鋼材の酸素濃度を低減する目的で添加
される。また、このＳｉは、固溶強化元素として、強度の上昇に寄与する。しかしながら
、Ｓｉ含有量が０．００１％未満では、上述した固溶強化を図ることができない。また、
Ｓｉ含有量が２％を超えると、低温靱性及び鋼の表面性状が劣化する。このため、Ｓｉ含
有量は０．００１～２％とする。なお、Ｓｉ含有量の上限は、実施例に基づいて、０．３
０％以下とする。
【００３０】
　Ｍｎ：０．００１％～０．４７％
　Ｍｎは、Ｓｉと同様に脱酸にも効用があるが、鋼中にあって材料の焼き入れ性を高め、
強度向上に寄与する元素である。また、このＭｎは、安価であることからＣに次いで活用
される元素である。しかしながら、Ｍｎ含有量が５％以上の場合、凝固時に生成するミク
ロ偏析が顕著となり、鋼材中に添加量以上に濃縮している部位の存在が多くなる。このよ
うにＭｎが凝集している部位は、焼き入れ性が高く、また溶接部靱性を劣化させるＭ－Ａ
混合物を生成しやすい。一方、Ｍｎ含有量が０．００１％未満の場合、鋼中に存在してい
ても材料の焼入れ性を高めることができない。そこで、Ｍ－Ａ混合物の生成回避の観点か
ら、Ｍｎ含有量は０．００１％以上０．５％未満とする。なお、Ｍ－Ａ混合物の生成しや
すさ及び鋼材の硬さは、Ｃ含有量とＭｎ含有量とのバランスで変化するので、Ｃ含有量が
０．０３％以上の場合には、Ｍｎ含有量を０．２％以下とすることが望ましい。なお、Ｍ
ｎ含有量の上限は、実施例に基づいて、０．４７％以下とする。
【００３１】
　Ｐｃｍ：０．２６％以下
　上記数式（３）により定義され、耐溶接割れ性を示すＰｃｍは０．２６％以下とする。
このＰｃｍの値を０．２６％以下にすることにより、溶接に先立って行う鋼材の予熱温度
が室温程度となり、予熱作業が不要となる。なお、鋼材の強度が低い程、Ｐｃｍの値を小
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さくすることが可能となるため、目標強度に応じて、Ｐｃｍをできるだけ小さくすること
が望ましい。但し、Ｐｃｍを０．１８％未満にしても、予熱が不要であることに変わりは
ないため、Ｐｃｍの下限値は０．１８％とすることが望ましい。
【００３２】
　また、本発明で使用する鋼には、上記各成分に加えて、Ｃｕ、Ｎｉ及びＣｒからなる群
から選択された少なくとも１種の元素を添加する。更に、Ｍｏを添加することができる。
これにより、鋼材の焼き入れ性及び強度を向上させることができる。以下、これらの元素
の含有量の好ましい範囲及びその数値限定理由について説明する。
【００３３】
　Ｃｕ：０．２～２％
　Ｃｕは、焼入れ性の向上に有効であり、またフェライト中に固溶し、この固溶強化によ
って、鋼材の強度を向上させる効果がある。また、Ｃｕは、析出強化に有効な元素であり
、金属Ｃｕの析出相を形成し、微細組織の形成を促進すると共に、延性の劣化を抑制する
効果もある。しかしながら、Ｃｕ含有量が０．００１％未満の場合、析出量が不十分とな
り、前述した効果が得られない。また、Ｃｕ含有量が２％を超える場合には、析出強化が
著しくなり、鋳造時に粒界に析出して内部割れを引き起こし、圧延製造工程中に鋼塊及び
鋼板で疵が発生しやすくなり、更には鋼材の熱間加工性等を劣化させる要因ともなる。よ
って、Ｃｕを添加する場合は、その含有量を０．００１～２％とする。なお、Ｃｕ含有量
の下限は、実施例に基づいて、０．２％以上とする。
【００３４】
　Ｎｉ：０．１～３％
　Ｎｉは、強度を向上させる作用を有し、特に靭性を低下させることなく強度向上が図れ
る点で有用な元素である。しかしながら、Ｎｉ含有量が０．００１％未満では、強度向上
にはほとんど機能しない。即ち、Ｎｉ含有量が０．００１％未満の場合、強度を向上させ
る効果が得られない。また、３％を超える量のＮｉを含有させても、効果が飽和し、含有
量に見合う効果が期待できなくなり、経済的に不利になると共に、焼入れ強化による強度
上昇が顕著となり、靱性及び延性の劣化を招く。よって、Ｎｉを添加する場合は、その含
有量を０．００１～３％とする。なお、Ｎｉ含有量の下限は、実施例に基づいて０．１％
以上とする。
【００３５】
　Ｃｒ：０．２０～２％
　Ｃｒは、焼入れ性の向上と析出硬化とにより、母材（鋼材）の強度向上に有効な元素で
ある。このＣｒの含有量が０．００１％未満の場合、上述した強度上昇効果は充分に発揮
されず、また２％を超えると靭性が低下する。従って、Ｃｒを添加する場合は、その含有
量を０．００１～２％とする。なお、Ｃｒ含有量の下限は、実施例に基づいて、０．２０
％以上とする。
【００３６】
　Ｍｏ：０．００１～０．２０％
　Ｍｏは、焼入れ性の向上、及び析出強化に寄与して強度を向上させる効果がある。Ｍｏ
含有量が０．００１％未満では、析出強化に寄与することができず、十分な強度が確保で
きない。これに対して、Ｍｏ含有量が１％を超えてしまうと、合金コストが上昇するだけ
でなく、強度が顕著に上昇して靭性の劣化が生じる。従って、Ｍｏを添加する場合は、そ
の含有量を０．００１～１％にする。なお、Ｍｏ含有量の上限は、実施例に基づいて、０
．２０％以下とする。
【００３７】
　更に、本発明で使用する鋼には、上記各成分に加えて、Ｖ：０．０００１～０．２％、
Ｎｂ：０．０００１～０．１％及びＴｉ：０．０００１～０．１％からなる群から選択さ
れた少なくとも１種の元素を添加することもできる。Ｖ及びＮｂは、結晶粒を微細化する
と共に、析出強化の面で有効に機能するため、靭性を劣化させない範囲で選択的に添加す
ることができる。このとき、Ｖ含有量が０．２％を超えるか、又は、Ｎｂ含有量が０．１
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％を超えると、鋼材の靭性が低下する。また、これらの元素の含有量が０．０００１％未
満の場合、前述した効果が得られない。よって、Ｖを添加する場合は、その含有量を０．
０００１～０．２％とし、Ｎｂを添加する場合は、その含有量を０．０００１～０．１％
とする。
【００３８】
　また、ＴｉはＰｃｍを大幅に増加させることなく、金属組織を細粒化して鋼材の靱性を
改善したり、細粒化強化及び析出強化により鋼材を強化したりする元素である。その一方
で、Ｔｉは鋼材の金属組織を過度に細粒化するため、鋼の焼入れ性が低下し、Ｍ－Ａ混合
物を多く発生させてしまう。そこで、Ｍ－Ａ混合物による鋼材及びその溶接部の靱性劣化
を回避する観点から、Ｔｉの含有量は制限される方が好ましい。具体的には、Ｔｉ含有量
が０．１％を超えると、靭性が著しく劣化する。一方、Ｔｉ含有量が０．０００１％未満
では、上述した効果が得られない。よって、Ｔｉを添加する場合には、その含有量を０．
０００１～０．１％とする。なお、Ｔｉ含有量は０．００２％未満に制限することが望ま
しい。これによって、鋼材及びその溶接部のＭ－Ａ生成を抑制し、靱性を改善することが
できる。
【００３９】
　更にまた、本発明で使用する鋼には、必要に応じて、ＲＥＭ：０．０００１～０．１％
、Ｍｇ：０．０００１～０．０２％及びＣａ：０．０００１～０．０２％からなる群から
選択された少なくとも１種の元素を添加してもよい。ＲＥＭ、Ｍｇ及びＣａは、Ｓの無害
化に有効であるため選択的に添加できるが、過度の添加は靭性を損なう。そこで、これら
の元素を添加する場合は、ＲＥＭについてはその含有量を０．１０％以下、Ｍｇ及びＣａ
についてはその含有量を夫々０．０２％以下に限定する。また、これらの元素の含有量の
下限値を０．０００１％以上としたのは、これ以下では効果が得られないからである。
【００４０】
　更にまた、本発明で使用する鋼には、必要に応じて、Ａｌ：０．０００１～０．１％、
Ｚｒ：０．０００１～０．３％、Ｈｆ：０．０００１～０．３％及びＴａ：０．０００１
～０．３％からなる群から選択された少なくとも１種の元素を添加することもできる。Ａ
ｌ、Ｚｒ、Ｔａ及びＨｆは、脱酸元素又は炭窒化物形成元素として選択的に添加できる。
しかしながら、Ａｌ含有量が０．１％を超えるか、又はＺｒ、Ｔａ及びＨｆの含有量が夫
々０．３質量％を超えると、鋼材の靱性及び表面性状が劣化する。よって、これらの元素
を添加する場合は、その含有量が夫々０．３％以下になるようにする。また、Ａｌ、Ｚｒ
、Ｔａ及びＨｆの含有量の下限値を夫々０．０００１％としたのは、これ以下では脱酸及
び炭窒化物形成の効果が得られないからである。
【００４１】
　更にまた、本発明で使用する鋼は、上記各成分に加えて、Ｎ：０．０００１～０．０１
％を含有していてもよい。Ｎは、Ｔｉ、Ａｌ、Ｚｒ、Ｔａ及びＨｆと窒化物を形成し、オ
ーステナイトの細粒化及びフェライトの再結晶粒の微細化に有効に作用する。このため、
Ｎは靭性を劣化させない範囲で選択的に添加できる。具体的には、Ｎ含有量が０．０１％
を超えると、靭性が低下する。また、Ｎ含有量が０．０００１％未満の場合、前述した効
果が得られない、よって、Ｎを添加する場合は、その含有量を０．０００１～０．０１％
とする。
【００４２】
　更にまた、本発明で使用する鋼は、必要に応じて、Ｂ：０．０００１～０．００２％を
添加することができる。Ｂは、Ｐｃｍを大幅に増加させることなく、鋼材の焼き入れ性を
増加させ、所望の強度を得やすくする元素である。しかしながら、Ｂ含有量が０．００２
％を超えると、焼入れ性が過度となる。よって、Ｂを添加する場合は、その含有量の上限
を０．００２％とする。また、Ｂは極めて微量でその効果を発揮するので、その下限値は
現在の分析限界である０．０００１％とする。但し、Ｂ含有量が０．０００１％未満の場
合でも効果が得られる可能性がある。
【００４３】
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　更にまた、本発明で使用する鋼は、必要に応じて、Ｓ：０．０００５～０．０２％を添
加することができる。Ｓは、鋼中でＭｎと結合してＭｎＳを生成する。このＭｎＳは、鋼
中に微細な析出物として分散するため、圧延前の再加熱時における結晶粒の成長を抑制し
たり、圧延後の冷却時にこのＭｎＳ析出物（異質物）上にフェライト等の変態組織が多数
に不均一（異質物）核生成することにより、最終的な鋼の金属組織（結晶粒）を微細化し
、鋼の強度及び靭性を向上させる効果がある。また、本発明者の検討により、ＭｎＳは、
鋼の靭性を劣化させるＭ－Ａ混合物の生成を抑制する効果もあることが確認された。その
理由は必ずしも明確ではないが、鋼材の冷却過程において、ＭｎＳ粒子が未変態オーステ
ナイトからのパーライト変態及び鉄炭化物（セメンタイト）の生成を促進したためである
と思われる。Ｓは、極めて微量の添加で上述した効果を発揮するが、Ｓ含有量が０．００
０５％未満の場合、これらの効果が得られない。一方、Ｓ含有量が０．０２％を超えると
、ＭｎＳが析出しようとする駆動力が極度に増加するため、ＭｎＳ粒子の粗大化が生じ、
これが破壊の起点となってしまうため、却って靭性が劣化する。よって、Ｓを添加する場
合は、その含有量を０．０００５～０．０２％とする。
【００４４】
　なお、本発明で使用する鋼の上記各成分以外の成分は、Ｆｅ及び不可避的不純物である
。この不可避的不純物としては、例えば、Ｐ及びＯ等が挙げられるが、これらの元素の含
有量は、夫々Ｐ：０．０２％以下、Ｏ：０．０１％以下とすることが好ましい。
【００４５】
　次に、鋼材の製造条件について説明する。本発明の高張力鋼材の製造方法においては、
先ず、鋼組成を上述の範囲に調整した後、鋳造する。その後、鋳造した鋼素材を、室温ま
で冷却することなくそのまま圧延するか、又は鋳造後に一旦室温まで冷却した後９５０～
１２５０℃に再加熱して圧延する。このとき、Ａｒ３点以上の温度で圧延を終了する。次
に、圧延後の圧延鋼材を、圧延終了温度、即ち、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０
℃以下の範囲にまで強制冷却を行って、高張力鋼材を製造する。以下、上述した製造条件
の数値限定理由について説明する。
【００４６】
　圧延前の再加熱温度：９５０～１２５０℃
　圧延前の再加熱温度が９５０℃未満の場合、鋼材の金属組織がオーステナイト単相にな
らない。また、圧延前の再加熱温度が１２５０℃を超えると、オーステナイト結晶粒の成
長が早くなり、オーステナイト結晶粒が粗大となるため、鋼材の靱性が劣化する。よって
、圧延前に鋼素材を再加熱する場合は、その加熱温度を９５０～１２５０℃の範囲とする
。
【００４７】
　圧延終了温度：Ａｒ３点以上
　本発明においては、圧延の条件は特に規定しないが、鋼材のＡｒ３点以上で圧延を終了
する必要がある。これは、Ａｒ３温度未満で圧延した場合、金属組織中に加工されたフェ
ライトが混在し、鋼材の靱性が劣化するからである。
【００４８】
　冷却開始温度：Ａｒ３点以上
　Ａｒ３点未満の温度から冷却を行った場合、冷却開始前に粗大なフェライトが生成し、
鋼材の強度が低下すると共に靱性が劣化する。よって、圧延後の圧延鋼板は、Ａｒ３点以
上の温度から冷却する。
【００４９】
　冷却終了温度：室温以上６５０℃以下
　圧延後の圧延鋼板の冷却は、水冷によって実施するのが望ましいが、これと同等の冷却
速度が得られればどのような方法でもよい。また、冷却の終了温度が６５０℃を超えると
、金属組織にフェライトが増加するため、鋼材の強度を高められない。一方、水冷等の現
在の設備能力では、圧延鋼板を室温より低い温度まで冷却することは困難である。よって
、圧延鋼板の冷却終了温度は、室温以上６５０℃以下とする。なお、圧延鋼板の冷却終了
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【００５０】
　また、本発明の高張力鋼材の製造方法においては、前述の条件で圧延鋼材を強制冷却し
た後、１００～７００℃の温度で焼戻し処理を行ってもよい。この１００℃～７００℃の
温度での熱処理については、目標とする強制冷却の終了温度以下であれば、室温を含みそ
こまで放冷されている過程のどのようなタイミングで実施してもよい。但し、このような
場合は、実施可能な熱処理温度の選択範囲が制限されることになるが、その効果は変わら
ない。また、焼戻し処理の温度範囲を１００℃以上とした理由は、この温度であれば固溶
炭素原子及び窒素原子による転位の固着が生じ、所謂、時効硬化による強化が得られるか
らである。更に、１００℃以上の温度で焼戻しすると、セメンタイト及びその他の炭窒化
物の析出による析出強化が得られると共に、強度の調整等によって靱性の改善がもたらさ
れる。しかしながら、その一方で極度に高温の熱処理を行うと、セメンタイト、その他の
炭窒化物及び金属結晶粒の成長並びに粗大化により、強度の低下及び靱性の劣化をもたら
す。そこで、焼戻し処理の最高温度は７００℃とした。なお、焼戻し時の昇温速度、保持
時間及び冷却方法については特に規定を設けないが、急速加熱及び保持時間の短縮、並び
に熱処理後の強制冷却はいずれも鋼材の強度を増加させ、靱性を改善するので、必要に応
じて適宜条件を選択し、調整すればよい。
【００５１】
　本発明においては、上記数式（３）により定義されるＰｃｍを０．２６％以下に制限し
ているため、鋼材の耐溶接割れ性を改善できると共に、溶接前に行う鋼材の予熱温度を低
下させて作業効率を向上させることができる。また、圧延後の圧延鋼板を、Ａｒ３点以上
の温度から室温以上６５０℃以下の範囲にまで強制冷却しているため、フェライトの生成
を抑制して、鋼材の強度及び靭性の低下を防止することができる。これにより、Ｐｃｍを
低下させたことにより想定される焼き入れ性及び強度の低下を防止することができる。更
に、鋼中のＭｎ含有量を０．５％未満に規制しているため、Ｍ－Ａ混合物の生成を抑制し
て、鋼材における靱性の劣化を低減し、溶接部の靱性を改善することができる。その結果
、耐溶接割れ性が優れ、製造安定性及び溶接部靱性を兼ね備えた高張力鋼材が得られる。
【実施例】
【００５２】
　以下、本発明の実施例について説明する。本実施例においては、下記表１～４に示す組
成の鋼を、上述した方法により、鋼素材厚、最終的に得られた鋼板の厚さ（製品板厚）及
び製造条件を変えて、実施例及び比較例の各鋼板を作製した。ちなみに、製造条件に関し
ては、上述した鋼材の製造プロセスに沿って、再加熱温度、圧延終了温度、冷却開始温度
、冷却終了温度及び焼戻し温度について、条件を異ならせている。なお、下記表１～３に
示す鋼Ｐ１、Ｐ２、Ｐ４～Ｐ７１、Ｐ７３～Ｐ７６、Ｐ７８～Ｐ８３、Ｐ８５～Ｐ１０４
は本発明の範囲内の実施例であり、下記表４に示す鋼Ａ１～Ａ２１はいずれも本発明の範
囲から外れる比較例であり、下記表４における下線は、本発明の範囲外であることを示す
。具体的には、鋼Ａ１～Ａ９はＭｎ含有量が過剰である。また、鋼Ａ１０及び鋼Ａ１１は
Ｐｃｍの値が規定値を超えており、更に鋼Ａ１０はＣ含有量も過剰である。更に、鋼Ａ１
２～Ａ１５は、夫々Ｍｏ、Ｃｒ、Ｃｕ及びＮｉの含有量が過剰であり、鋼Ａ１６～Ａ１８
は、夫々Ｖ、Ｔｉ及びＮｂの含有量が過剰である。更にまた、鋼Ａ１９及び鋼Ａ２１は、
Ｓ含有量が過剰であり、鋼Ａ２０はＭｎ含有量が過剰であると共にＰｃｍの値が規定値を
超えている。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
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【表２】

【００５５】
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【表３】

【００５６】
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【表４】

【００５７】
　次に、実施例及び比較例の各鋼板の機械的特性を評価した。具体的には、母材（鋼板）
の強度（降伏応力ＹＳ，引張り強度ＴＳ）及び靱性（シャルピー試験における延性－脆性
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破面遷移温度ｖＴｒｓ）、溶接入熱を７ＫＪ／ｍｍにしてサブマージアーク溶接したとき
の溶接部の靱性（シャルピー試験の－５℃における吸収エネルギー）、並びに斜めｙ型割
れについて評価した。
【００５８】
　母材の強度は、各鋼板（母材）から作製したＪＩＳ４号試験片を使用して、引張り試験
により測定した。また、靱性は、各鋼板（母材）及び溶接部から切り出したＪＩＳ４号試
験片を使用し、Ｖノッチシャルピー試験によって測定した。更に、斜めｙ型割れ試験は、
ＪＩＳ　Ｚ３１５８に規定されているｙ型溶接割れ試験法に基づき、低水素溶材を使用し
て室温で行った。以上の結果を下記表５～９にまとめて示す。なお、下記表５～９に示す
斜めｙ割れ試験結果において、◎は割れ無し、×は割れ有りを表している。また、記表４
～７においては、本発明の範囲外となっている項目について、下線を付して示している。
但し、特性の評価結果については、一定の評価を行うため、降伏応力ＹＰについては４５
０Ｎ／ｍｍ２未満、引張り強度ＴＳについては５５０Ｎ／ｍｍ２未満、延性－脆性破面遷
移温度ｖＴｒｓについては－１０℃未満、溶接部靱性ｖＥ－５℃については１００Ｊ未満
の場合に、夫々下線を付している。更に、下記表５～９には、鋼素材の厚さ、製品板厚及
び各種製造条件についても併せて示す。
【００５９】
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【表５】

【００６０】
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【表６】

【００６１】
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【表７】

【００６２】
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【表８】

【００６３】
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【表９】

【００６４】
　上記表５～９に示すように、比較例Ｎｏ．３の鋼板は、再加熱温度、圧延終了温度及び
冷却開始温度が本発明の範囲よりも低いため、圧延中にフェライトが析出し、その状態で
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加工されたため、加工硬化等により強度は高くなったが、靱性は極めて劣っていた。比較
例Ｎｏ.７の鋼板は、圧延終了温度は規定どおりであったが、冷却開始温度が本発明の範
囲よりも低かったため、強制冷却前にフェライトが析出しており、これにより強度低下及
び靱性の劣化が生じた。比較例Ｎｏ.９の鋼板は、再加熱温度は本発明の範囲内であった
が、圧延終了温度及び冷却開始温度が本発明の範囲よりも低かったため、比較例Ｎｏ．３
の鋼板と同様に、靱性が著しく低下していた。比較例Ｎｏ.１０の鋼板は、強制冷却開始
までは本発明の範囲内の条件であったが、強制冷却の終了温度が高すぎたため、鋼の焼き
入れ強化（厳密には組織強化）が十分に得られず、強度が低く、更に、このような高温で
冷却を終了すると、粗大なフェライトが析出するため、靱性値も低かった。
【００６５】
　また、比較例Ｎｏ．２３、２５、４１の鋼板は、強制冷却までは本発明の範囲内であっ
たが、焼戻しの温度が高すぎたため、金属組織、炭化物及び析出物の粗大化が生じ、強度
が低下すると共に靱性も劣化した。比較例Ｎｏ．４９の鋼板は、比較例Ｎｏ.７の鋼板と
同様に圧延終了温度は本発明の範囲内であったが、冷却開始温度が本発明の範囲よりも低
かったため、強制冷却前にフェライトが析出しており、これによる強度低下及び靱性の劣
化が生じた。比較例Ｎｏ．５０及び比較例Ｎｏ．７９の鋼板は、冷却終了温度が高すぎる
ため、十分な強度及び靱性が得られなかった。比較例Ｎｏ．７８の鋼板は、圧延終了温度
及び冷却開始温度が本発明の範囲よりも低いため、圧延中にフェライトが析出した状態で
加工されたため、加工硬化等により強度は高くなったが、靱性は極めて劣っていた。比較
例Ｎｏ．８０の鋼板は、焼戻し温度が本発明の範囲よりも高いため、十分な強度及び靱性
が得られなかった。
【００６６】
　Ｎｏ．１２１～１４１の鋼板は、いずれも鋼組成が本発明の範囲から外れている比較例
である。具体的には、比較例Ｎｏ.１２１～１２９の鋼板は、Ｍｎ含有量が過剰であるた
め、強度及び溶接割れ性は良好であったが、溶接部の靱性が劣っており、更に、母材靱性
が劣っているものもあった。比較例Ｎｏ．１３０の鋼板は、Ｃが過剰であるため、Ｍ－Ａ
混合物等の硬質相の生成が助長され、母材の靱性及び溶接部の靱性が劣っていた。更に、
この鋼板は、Ｐｃｍも本発明の範囲を超えているため、溶接割れが生じた。比較例Ｎｏ．
１３１の鋼板は、比較例Ｎｏ．１３０の鋼板と同様に、Ｐｃｍが本発明の範囲を超えてい
るため、溶接割れが生じた。また、比較例Ｎｏ．１３２～１３５の鋼板は、夫々Ｍｏ、Ｃ
ｒ、Ｃｕ及びＮｉの含有量が過剰であったため、鋼の焼き入れ性が過剰に増加し、母材及
び溶接部の硬さが顕著に増加するため、母材及び溶接部の靱性が劣化した。但し、Ｎｉを
過剰に添加した比較例Ｎｏ．１３５の鋼板では、Ｎｉ添加による靱性向上の効果で、溶接
部の靱性は劣化していなかった。なお、比較例Ｎｏ．１３３及び比較例Ｎｏ．１３５の鋼
板では、Ｐｃｍも本発明の範囲を超えているため、溶接割れが生じた。比較例Ｎｏ．１３
６～１３８の鋼板は、夫々Ｖ、Ｔｉ及びＮｂが本発明の範囲を超えて過剰に添加されてい
るため、これらによる過剰な析出強化及び粗大析出物により、母材の靱性及び溶接部の靱
性が劣化し、特に溶接部の靱性の劣化が顕著であった。
【００６７】
　比較例Ｎｏ．１３９及びＮｏ．１４１の鋼板は、Ｓ含有量が過剰であったため、本来期
待されたＳ添加の効果が得られず、粗大なＭｎＳが生成したために母材の靭性及び溶接部
の靭性が劣化した。比較例Ｎｏ．１４０の鋼板は、Ｍｎ含有量が過剰であったため、強度
は良好であったが、Ｍ－Ａの生成及び粗大ＭｎＳの生成により溶接部の靭性が劣化すると
共に、母材の靭性も劣っていた。更に、比較例Ｎｏ．１４０の鋼板は、Ｐｃｍの値も本発
明の範囲を超えているため、ｙ割れ試験において割れが発生していた。
【００６８】
　これに対して、本発明の範囲内で製造した実施例の鋼板は、母材の強度及び靭性、溶接
部の靭性、並びに耐割れ性のいずれの特性も優れていた。これらの結果から、上述した知
見を確認することができ、また、上述した各鋼成分の限定の根拠を裏付けることが可能と
なる。
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